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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 11 月９日 

上 場 会 社 名         アイダエンジニアリング株式会社             上場取引所     東 
コ ー ド 番 号           ６１１８                                      本社所在都道府県  神奈川県 
（ＵＲＬ  http://www.aida.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長      氏名 会田 仁一 
問合せ先責任者 役職名 執行役員経営企画管理部長 氏名 武井 栄二   TEL ( 042 ) 772－5231 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月９日                          配当支払開始日  ― 
単元株制度採用の有無            有(１単元  1,000 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                          （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 
17 年 9 月中間期 

21,269       6.1 
20,054      22.6 

1,736       4.4 
1,663     156.8 

1,692     △8.7 
1,853      58.7 

18 年 3 月期 42,580 3,169 3,366 
 
 

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 
17 年 9 月中間期 

903     △4.1 
941      30.3 

12.62 
12.84 

18 年 3 月期 1,570 20.75 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 71,563,109 株  17 年 9 月中間期 73,328,096 株 
                     18 年 3 月期   72,805,677 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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

71,577 
70,084 

58,294 
57,977 

81.4 
82.7 

814.39 
802.31 

18 年 3 月期 72,641 58,487 80.5 817.88 

 (注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 71,581,161 株  17 年 9 月中間期  72,263,290 株 
                       18 年 3 月期   71,511,572 株 
   ②期末自己株式数  18 年 9 月中間期  7,566,160 株  17 年 9 月中間期 6,884,031 株 
                       18 年 3 月期    7,635,749 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 42,000 3,600 1,700 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 23 円 75 銭 
 
３．配当状況 

１株当たり配当金 (円) ・現金配当 
 中間期末 期末 年間 

18 年 3 月期 － 10.00 10.00 

19 年 3 月期（実績） － － 

 

19 年 3 月期（予想） － 11.00 
11.00 

 

 

 
注)上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

  実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 
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（1）中間貸借対照表

注記
番号

Ⅰ 流動資産

1,817 1,042 1,206

※１ 3,973 3,945 2,429

7,682 7,825 9,669

532 - -

12,230 13,885 12,089

繰延税金資産 - 1,172 894

※２ 2,121 2,096 2,138

△ 1 △ 1 △ 1

流動資産合計 28,356 40.5 29,967 41.9 28,426 39.1

Ⅱ 固定資産

建物 14,803 15,420 15,126

　減価償却累計額 9,670 5,132 10,139 5,281 9,883 5,243

機械及び装置 12,741 12,907 13,068

　減価償却累計額 10,581 2,159 10,818 2,089 10,754 2,313

土地 5,447 5,118 5,181

その他 3,462 3,204 3,113

　減価償却累計額 2,616 845 2,644 559 2,644 469

有形固定資産合計 13,585 19.4 13,048 18.2 13,207 18.2

236 0.3 459 0.6 334 0.5

(3)投資その他の資産

投資有価証券 25,793 26,067 28,538

その他 2,195 2,101 2,368

貸倒引当金 △ 83 △ 67 △ 233

投資その他の資産合計 27,905 39.8 28,102 39.3 30,673 42.2

固定資産合計 41,727 59.5 41,610 58.1 44,214 60.9

資産合計 70,084 100.0 71,577 100.0 72,641 100.0

区分

（資産の部）

中  間  財　務　諸　表

構成比
（％）

前事業年度の

要約貸借対照表

(平成18年3月31日)

金額（百万円）
構成比
（％）

貸倒引当金

構成比
（％）

受取手形

(2)無形固定資産

現金及び預金

(1)有形固定資産

売掛金

有価証券

たな卸資産

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

金額（百万円）

その他　

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

金額（百万円）
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注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

Ⅰ 流動負債

支払手形 ※１ 257 146 133

買掛金 3,432 3,125 3,549

短期借入金 - - 1,000

未払金 3,351 4,370 3,829

未払法人税等 715 875 1,158

前受金 2,021 1,558 1,623

製品保証引当金 530 917 759

賞与引当金 394 587 450

その他 　 600 687 532

流動負債合計 11,302 16.1 12,268 17.1 13,037 17.9

Ⅱ 固定負債

役員退任慰労金引当金 270 283 293

退職給付引当金 - 23 -

繰延税金負債 - 676 810

その他 532 31 11

固定負債合計 803 1.1 1,015 1.4 1,116 1.5

負債合計 12,106 17.3 13,283 18.6 14,153 19.5

（負債の部）

金額（百万円）

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

当中間会計期間末
要約貸借対照表

前事業年度の

(平成18年3月31日)

区分 金額（百万円）

(平成18年9月30日)

金額（百万円）
構成比
（％）
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注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

Ⅰ  資   本   金 7,831 11.2 - - 7,831 10.8

Ⅱ  資本剰余金

資本準備金 12,425 - 12,425

その他資本剰余金 628 - 615

資本剰余金合計 13,053 18.6 - - 13,041 18.0

Ⅲ 利益剰余金

利益準備金 1,957 - 1,957

任意積立金 35,804 - 35,804

中間(当期)未処分利益 993 - 1,622

利益剰余金合計 　 38,755 55.3 - - 39,384 54.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,136 1.6 - - 1,909 2.6

Ⅴ 自己株式 △ 2,798 △ 4.0 - - △ 3,677 △ 5.1

資本合計 57,977 82.7 - - 58,487 80.5

負債・資本合計 70,084 100.0 - - 72,641 100.0

Ⅰ 株主資本

(1)資本金 - - 7,831 10.9 - -

(2)資本剰余金

　資本準備金 - 12,425 -

　その他資本剰余金 - 606 -

　資本剰余金合計 - - 13,031 18.2 - -

(3)利益剰余金

　利益準備金 - 1,957 -

　その他利益剰余金

　配当準備積立金 - 1,658 -

　研究開発積立金 - 5,400 -

　為替変動積立金 - 2,000 -

　株式消却積立金 - 5,500 -

　買換資産圧縮積立金 - 1,235 -

　別途積立金 - 20,761 -

　繰越利益剰余金 - 999 -

　利益剰余金合計 - - 39,512 55.2 - -

(4)自己株式 - - △ 3,652 △ 5.1 - -

株主資本合計 - - 56,722 79.2 - -

Ⅱ 評価・換算差額等

(1)その他有価証券評価差額金 - - 1,636 2.3 - -

(2)繰延ヘッジ損益 - - △ 64 △ 0.1 - -

評価・換算差額等合計 - - 1,572 2.2 - -

純資産合計 - - 58,294 81.4 - -

負債純資産合計 - - 71,577 100.0 - -

(資本の部)

(純資産の部)

(平成18年9月30日)

金額（百万円）
構成比
（％）

区分 金額（百万円）

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

当中間会計期間末
要約貸借対照表

前事業年度の

(平成18年3月31日)

金額（百万円）
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（2）中間損益計算書

注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

百分比
（％）

％ ％ ％

Ⅰ 売上高 20,054 100.0 21,269 100.0 42,580 100.0

Ⅱ 売上原価 16,156 80.6 16,995 79.9 34,803 81.7

売上総利益 3,898 19.4 4,273 20.1 7,777 18.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,234 11.1 2,537 11.9 4,608 10.8

営業利益 1,663 8.3 1,736 8.2 3,169 7.4

　

Ⅳ 営業外収益

受取利息 33 37 148

受取配当金 144 65 182

不動産等賃貸料 71 63 151

為替差益 6 - -

その他 25 282 1.4 25 192 0.9 57 538 1.3

Ⅴ 営業外費用

賃貸資産に係る費用 79 90 210

為替差損 - 115 63

その他 13 92 0.5 30 236 1.1 66 341 0.8

経常利益 1,853 9.2 1,692 8.0 3,366 7.9

Ⅵ 特別利益 ※２ 3 0.0 33 0.2 432 1.0

Ⅶ 特別損失
※３
※４

149 0.7 225 1.1 1,121 2.6

税引前中間(当期)純利益 1,707 8.5 1,500 7.1 2,677 6.3

法人税､住民税及び事業税 ※５ 615 779 1,330

法人税等調整額 ※５ 150 765 3.8 △ 182 597 2.8 △ 223 1,106 2.6

中間（当期）純利益 941 4.7 903 4.2 1,570 3.7

52 52

993 1,622

前 期 繰 越 利 益

中 間 （ 当 期 ） 未 処 分 利 益

区分 金額（百万円）

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） 　　至 平成18年9月30日）

金額（百万円） 金額（百万円）

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）

当中間会計期間

（自 平成18年4月 1日
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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）

7,831 12,425 615 1,957 37,426 △ 3,677 56,578 1,909 - 1,909 58,487

- - - -

- - - -

- - - -

△ 715 △ 715 - △ 715

△ 60 △ 60 - △ 60

903 903 - 903

- △ 20 △ 20 - △ 20

△ 9 - 45 36 - 36

- - △ 272 △ 64 △ 336 △ 336

- - △ 9 - 128 25 144 △ 272 △ 64 △ 336 △ 192

7,831 12,425 606 1,957 37,555 △ 3,652 56,722 1,636 △ 64 1,572 58,294

（注）その他利益剰余金の内訳

合計

1,658 5,400 2,000 1,284 5,500 19,961 1,622 37,426

△ 33 33 -

△ 15 15 -

800 △ 800 -

△ 715 △ 715

△ 60 △ 60

903 903

-

-

-

- - - △ 49 - 800 △ 622 128

1,658 5,400 2,000 1,235 5,500 20,761 999 37,555

（注）平成18年6月29日開催の定時株主総会決議によるものであります。

繰延
ヘッジ
損益

評価
・換算
差額等
合計

平成18年３月31日残高
(百万円）

中間会計期間中の変動額
（百万円）

株主資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

買換資産圧縮
積立金の取崩（注）

資本
準備金

資本金

資本剰余金

別途積立金の積立（注）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

中間純利益

平成18年９月30日残高
（百万円）

自己株式の取得

自己株式の処分

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）

平成18年３月31日残高
(百万円）

中間会計期間中の変動額
（百万円）

買換資産圧縮
積立金の取崩（注）

別途積立金の積立（注）

剰余金の配当（注）

役員賞与（注）

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

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）

平成18年９月30日残高
（百万円）

項目
配当準備
積立金

研究開発
積立金

為替変動
積立金

買換資産
圧縮
積立金

株式消却
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

買換資産圧縮
積立金の取崩

買換資産圧縮
積立金の取崩

評価・換算差額等

純資産
合計

その他利
益剰余金

株主資本

利益剰余金

自己株式その他
資本

剰余金

利益
準備金
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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 その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …中間期末日の市場

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) 

1) 有価証券 

 ① その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …中間期末日の市場

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) 

1) 有価証券 

 ① 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 子会社株式及び関連

会社株式 

   …移動平均法による

原価法 

 ② 子会社株式及び関連

会社株式 

   …同左 

 ② 子会社株式及び関連

会社株式 

   …同左 

 2) デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権

(及び債務) 

   …時価法 

2) デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権

(及び債務) 

   …同左 

2) デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権

(及び債務) 

   …同左 

 3) たな卸資産 

  製品 ……個別法によ

る原価法 

  仕掛品 …個別法によ

る原価法 

  原材料 …先入先出法

による原価

法 

3) たな卸資産 

  製品 ……同左 

 

  仕掛品 …同左 

 

  原材料 …同左 

 

3) たな卸資産 

  製品 ……同左 

 

  仕掛品 …同左 

 

  原材料 …同左 

 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

 

1) 有形固定資産 

 ① 建物(附属設備を除

く建物本体) 

当社が相当と認めた

耐用年数(13年～32

年)による定率法 

ただし、一部の建物

については、耐用年

数(31年～50年)によ

る定額法 

1) 有形固定資産 

 ① 建物(附属設備を除

く建物本体) 

同左 

1) 有形固定資産 

 ① 建物(附属設備を除

く建物本体) 

同左 

  ② 建物(本体を除く附

属設備)・構築物 

当社が相当と認めた

耐用年数(2年～20

年)による定率法 

 ② 建物(本体を除く附

属設備)・構築物 

同左 

 ② 建物(本体を除く附

属設備)・構築物 

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 機械及び装置 

   当社が相当と認めた

耐用年数(８年～10

年)による定率法 

 ③ 機械及び装置 

   当社が相当と認めた

耐用年数(10年)によ

る定率法 

 ③ 機械及び装置 

   当社が相当と認めた

耐用年数(10年)によ

る定率法 

  ④ その他 

   定率法(２年～20年)

 ④ その他 

同左 

 ④ その他 

同左 

 2) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、自社利用による

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。 

2) 無形固定資産 

同左 

2) 無形固定資産 

同左 

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

績率法により、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。 

1) 貸倒引当金 

同左 

 

1) 貸倒引当金 

同左 

 

 2) 製品保証引当金 

製品の引渡後に発生す

る費用支出に備えるた

め、保証期間内におけ

る補修費用の見込額を

計上しております。 

2) 製品保証引当金 

同左 

2) 製品保証引当金 

同左 

 3) 賞与引当金 

従業員賞与の支出に充

てるため、支給見込額

のうち当中間会計期間

の負担額を計上してお

ります。 

3) 賞与引当金 

同左 

3) 賞与引当金 

従業員賞与の支出に充

てるため、将来の支給

見込額のうち当事業年

度の負担額を計上して

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(10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。 

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。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間内の

一定の年数(10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。

過去勤務債務は、発生

時に一括償却しており

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) 

 5) 役員退任慰労金引当金

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、役員

退任慰労金規程に基づ

く中間期末要支給見込

額を計上しておりま

す。 

5) 役員退任慰労金引当金

同左 

5) 役員退任慰労金引当金

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、役員

退任慰労金規程に基づ

く期末要支給額を計上

しております。 

４ 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 

５ ヘッジ会計の方法 1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

1) ヘッジ会計の方法 

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 

  (ヘッジ手段) 

   為替予約及び通貨オ

プション 

  (ヘッジ対象) 

   外貨建予定取引 

2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  (ヘッジ手段) 

   同左 

 

  (ヘッジ対象) 

   同左 

2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  (ヘッジ手段) 

   同左 

 

  (ヘッジ対象) 

   同左 

 3) ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関

する権限規定及び取引

限度額等を定めた内部

規定に基づき、ヘッジ

対象に係る為替変動リ

スクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

3) ヘッジ方針 

同左 

3) ヘッジ方針 

同左 

 4) ヘッジ有効性評価の方

法 

ヘッジ対象とヘッジ手

段との関係が直接的で

あるため、ヘッジの有

効性の評価を省略して

おります。 

4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

６ その他の中間財務

諸表(財務諸表)作

成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等に関する会計処理

 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。 

消費税等に関する会計処理

 同左 

消費税等に関する会計処理

 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16年４月１日 
至 平成17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82

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

基づき土地の金額から直接控除して

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

162百万円（関係会社整理損のうち

79百万円を含む）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

き当該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

係る会計基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に係る会計基

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58,359百万円であります。 

 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。 

 

 

―――――― 

 

 

―――――― 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間から、「役員賞与

に関する会計基準」(企業会計基準第

４号 平成18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21百万円減少しております。

 

―――――― 
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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) 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間において流動負債の｢その他｣に含めて

表示していた｢未払金｣(前中間会計期間2,248百万円)に

ついては重要性が増したため、当中間会計期間より区

分掲記しております。 

 

(中間貸借対照表関係) 

――――――― 

 

 

 
 

――――――― 前中間会計期間において流動資産の｢その他｣に含めて

表示していた｢繰延税金資産｣(前中間会計期間768百万

円)については重要性が増したため、当中間会計期間よ

り区分掲記しております。 
 

――――――― 

 

前中間会計期間において固定負債の｢その他｣に含めて

表示していた｢繰延税金負債｣(前中間会計期間529百万

円)については重要性が増したため、当中間会計期間よ

り区分掲記しております。 

 

 

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    ――――― ※１ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間末

日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間会

計期間末日の残高に含まれて

おります。 

受取手形 378百万円

支払手形 38百万円
 

※１    ――――― 

※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、未収消費税

等を流動資産の「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     ――――― 

 ３ 偶発債務 

保証債務 

下記の連結子会社の金融機関

からの借入金及び営業取引・

信用状取引に対して、次のと

おり債務保証を行っておりま

す。 

㈱ ヴ ェ ル

デックス 
92百万円 

ア イ ダ

S.r.l. 

155百万円 

(1,145千ユ

ーロ) 
 

 ３ 偶発債務 

保証債務 

下記の連結子会社の営業取

引・信用状取引に対して、次

のとおり債務保証を行ってお

ります。 

ア イ ダ

S.r.l. 

610百万円

(4,077千ユ

ーロ) 
 

 ３ 偶発債務 

保証債務 

下記の連結子会社の営業取

引・信用状取引に対して、次

のとおり債務保証を行ってお

ります。 

ア イ ダ

S.r.l. 

273百万円

(1,919千ユ

ーロ)  
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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 減価償却実施額 

有形固定資産 561百万円 

無形固定資産 27百万円 
 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 529百万円

無形固定資産 52百万円
 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,170百万円

無形固定資産 65百万円
 

※２ 特別利益のうち主要項目 

貸倒引当金 

戻入益 
3百万円 

 

※２ 特別利益のうち主要項目 

固定資産 

売却益 
23百万円

役員退任慰労金

引当金戻入益 
7百万円

 

※２ 特別利益のうち主要項目 

固定資産 

売却益 
32百万円

関係会社 

特別配当金 
376百万円

 
※３ 特別損失のうち主要項目 

固定資産 

減損損失 
82百万円 

有形固定資産 

除却損 
10百万円 

 

 

※３ 特別損失のうち主要項目 

固定資産 

減損損失 
63百万円

有形固定資産 

除却損 
13百万円

投資有価証券 

売却損 
148百万円

 

※３ 特別損失のうち主要項目 

固定資産売却損 113百万円

固定資産 

減損損失 
82百万円

関係会社整理損 343百万円

関係会社 

株式評価損 
492百万円

 
※４ 固定資産減損損失 

 当社は以下の資産について減損損

失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

遊休 

土地 

土地 富山県

富山市 

82 

百万円 

(経緯) 

 当社の保有する遊休資産のうち、

回収可能価額が帳簿価額を下回るも

のについて、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(82百万円)として特別損失に計上

しております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

 回収可能価額は正味売却価額(公

示価格等の市場価格を反映している

と考えられる指標を合理的に調整し

た価額により算定）により測定して

おります。 

※４ 固定資産減損損失 

 当社は以下の資産について減損損

失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

遊休 

土地 

土地 石川県

白山市 

63 

百万円

 当社は、事業用資産については管

理会計上の区分で、遊休資産につい

ては個別の物件単位でグルーピング

を行っております。 

(経緯) 

 当社の保有する遊休資産のうち、

回収可能価額が帳簿価額を下回るも

のについて、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(63百万円)として特別損失に計上

しております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

 回収可能価額は正味売却価額(不

動産鑑定評価額により算定）により

測定しております。 

※４ 固定資産減損損失 

 当社は以下の資産について減損損

失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

遊休 

土地 
土地 

富山県 

富山市 

82 

百万円

遊休 

資産 

機械 

及び 

装置

神奈川県 

相模原市 

79 

百万円

 当社は、事業用資産については管

理会計上の区分で、遊休資産につい

ては個別の物件単位でグルーピング

を行っております。 

 (経緯) 

 当社の保有する遊休資産のうち、

回収可能価額が帳簿価額を下回るも

のについて、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を固定資

産減損損失(82百万円)及び関係会社

整理損（79百万円）として特別損失

に計上しております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

 回収可能価額は土地については正

味売却価額（公示価格等の市場価格

を反映していると考えられる指標を

合理的に調整した価額）により算定

しており、機械及び装置等について

は、売却見込額により算定しており

ます。 

※５ 「法人税、住民税及び事業

税」並びに「法人税等調整

額」の計上方法 

当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お

ります。 

※５ 「法人税、住民税及び事業

税」並びに「法人税等調整

額」の計上方法 

同左 

※５    ――――― 
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(中間株主資本等計算書関係) 

 

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    ――――― ※１ 自己株式に関する事項 

 株式の種類  普通株式  

前事業年度末株数 7,635千株

当中間会計期間増加数 25千株

当中間会計期間減少数 95千株

当中間会計期間末株数 7,566千株

（増加）単元未満株式の買取りによる増

加         25千株 

（減少）ストックオプションの行使によ

る減少       95千株 

※１    ――――― 

  

(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 
 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 
 
 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 
 
 

 

(重要な後発事象) 

 

 該当事項はありません。 


