
(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10日

上場会社名 日本金銭機械株式会社 上場取引所 東・大

コード番号 6418 本社所在都道府県 大阪府

（URL　http://www.jcm-hq.co.jp/）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　上東　宏一郎

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長 氏名　牧　　比佐史 ＴＥＬ　　（06）6703－8400

決算取締役会開催日 平成18年11月10日 配当支払開始日 平成18年12月 5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４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （金額の表示：百万円未満切捨て）

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 12,855 2.5 989 △15.7 1,898 △27.3

17年９月中間期 12,542 △18.0 1,174 △58.2 2,611 △38.0

18年３月期 26,548 2,440 3,968

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 851 △52.6 28 78

17年９月中間期 1,797 △34.6 60 83

18年３月期 2,750 91 59

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 29,583,712株 17年９月中間期 29,554,792株 18年３月期 29,567,465株

②会計処理の方法の変更 有

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 26,089 20,449 78.4 691 24

17年９月中間期 25,285 19,866 78.6 671 75

18年３月期 27,322 20,435 74.8 689 32

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 29,583,443株 17年９月中間期 29,573,943株 18年３月期 29,583,982株

②期末自己株式数 18年９月中間期 79,408株 17年９月中間期 77,358株 18年３月期 78,869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 28,000 2,950 1,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 50円 70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月期 － 18.00 － 22.00 － 40.00

19年3月期（実績） － 10.00 － － －  

19年3月期（予想） － － － 10.00 － 20.00

（注）上記の予想は、現時点において得られた情報に基づいて作成しており、実際の業績は業況の変化などにより、記載
の予想とは大きく異なる可能性があります。なお、上記の予想の前提条件等については、決算短信（連結）の添付
資料の９頁を参照ください。
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（１）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）

対前中間期
比

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

(％)
増減

（千円）
金額（千円）

構成比

(％)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 6,675,943 6,726,432 50,488 5,839,210

２．受取手形  ※4 1,824,433 1,436,184 △388,249 2,223,967

３．売掛金 4,705,794 4,934,538 228,744 5,828,287

４．たな卸資産 2,954,627 3,244,647 290,019 2,489,044

５．その他 ※3 1,231,710 1,447,013 215,303 2,229,766

貸倒引当金 △12,856 △10,867 1,988 △4,372

流動資産合計 17,379,654 68.7 17,777,949 68.1 398,295 18,605,903 68.1

Ⅱ　固定資産  

 １．有形固定資産 ※1  

 (1)建物 501,413 1,105,129 603,715 1,137,559

 (2)その他 1,543,412 1,030,466 △512,946 1,185,128

有形固定資産合計 2,044,826 2,135,595 90,768 2,322,688

 ２．無形固定資産 359,027 550,863 191,836 428,406

 ３．投資その他の資産  

 (1)投資有価証券 1,317,574 1,414,765 97,190 1,830,200

 (2)関係会社株式 1,433,365 1,433,365 － 1,433,365

 (3)仮払税金 1,445,237 1,445,224 △13 1,445,224

 (4)その他 1,359,001 1,383,749 24,748 1,309,469

貸倒引当金 △53,143 △51,632 1,511 △52,927

投資その他の資産合
計

5,502,035 5,625,472 123,436 5,965,333

固定資産合計 7,905,889 31.3 8,311,931 31.9 406,042 8,716,428 31.9

資産合計 25,285,543 100.0 26,089,881 100.0 804,337 27,322,332 100.0

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形  ※4 1,980,548 158,383 △1,822,165 1,476,604

２．買掛金 1,270,827 3,410,843 2,140,016 3,581,723

３．未払法人税等 806,334 453,708 △352,626 157,960

４．賞与引当金 374,489 382,439 7,950 371,055

５．役員賞与引当金 － 21,350 21,350 －

６．その他 728,055 934,395 206,340 1,032,405

流動負債合計 5,160,255 20.4 5,361,120 20.5 200,865 6,619,748 24.2

Ⅱ　固定負債  

１．役員退職慰労引当
金

246,177 270,677 24,500 258,114

２．その他 12,963 8,965 △3,998 8,956

固定負債合計 259,140 1.0 279,642 1.1 20,501 267,071 1.0

負債合計 5,419,395 21.4 5,640,762 21.6 221,366 6,886,820 25.2
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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）

対前中間期
比

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

(％)
増減

（千円）
金額（千円）

構成比

(％)

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,205,626 8.7 － － － 2,216,945 8.1

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 2,052,586 － － 2,063,905

２．その他資本剰余金 5,084 － － 5,433

資本剰余金合計 2,057,671 8.2 － － － 2,069,338 7.6

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 274,318 － － 274,318

２．任意積立金 12,200,351 － － 12,200,351

３．中間（当期）未処
分利益

2,905,496 － － 3,326,269

利益剰余金合計 15,380,166 60.8 － － － 15,800,938 57.8

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

327,921 1.3 － － － 457,339 1.7

Ⅴ　自己株式 △105,236 △0.4 － － － △109,051 △0.4

資本合計 19,866,148 78.6 － － － 20,435,512 74.8

負債・資本合計 25,285,543 100.0 － － － 27,322,332 100.0

 

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 2,216,945 8.5 － － －

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 2,063,905 － －

(2) その他資本剰余

金
－ 5,613 － －

資本剰余金合計 － － 2,069,519 7.9 － － －

３．利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 274,318 － －

(2) その他利益剰余

金

任意積立金 － 13,640,351 － －

繰越利益剰余金 － 2,044,193 － －

利益剰余金合計  － － 15,958,863 61.2 － － －

４．自己株式  － － △110,258 △0.4 － － －

株主資本合計  － － 20,135,070 77.2 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評

価差額金
－ － 314,048 1.2 － － －

評価・換算差額等合

計
－ － 314,048 1.2 － － －

純資産合計 － － 20,449,118 78.4 － － －

負債純資産合計 － － 26,089,881 100.0 － － －
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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）

対前中間期
比

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

(％)
増減

（千円）
金額（千円）

百分比

(％)

Ⅰ　売上高 12,542,920 100.0 12,855,377 100.0 312,456 26,548,596 100.0

Ⅱ　売上原価 8,327,376 66.4 8,432,419 65.6 105,042 17,570,708 66.2

売上総利益 4,215,543 33.6 4,422,958 34.4 207,414 8,977,887 33.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

3,041,177 24.3 3,433,222 26.7 392,045 6,537,397 24.6

営業利益 1,174,366 9.3 989,735 7.7 △184,630 2,440,489 9.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 1,442,590 11.5 910,542 7.1 △532,048 1,546,539 5.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 5,102 0.0 1,692 0.0 △3,409 18,395 0.1

経常利益 2,611,855 20.8 1,898,585 14.8 △713,269 3,968,633 14.9

Ⅵ　特別利益 ※３ 47,192 0.4 1,200 0.0 △45,992 66,990 0.3

Ⅶ　特別損失
※
4,5

15,223 0.1 677,749 5.3 662,525 46,630 0.2

税引前中間(当期)
純利益

2,643,823 21.1 1,222,036 9.5 △1,421,787 3,988,993 15.0

法人税、住民税及
び事業税

709,000 309,000  1,094,000

法人税等調整額 137,106 846,106 6.8 61,563 370,563 2.9 △475,542 144,173 1,238,173 4.6

中間（当期）純利
益

1,797,716 14.3 851,472 6.6 △946,244 2,750,820 10.4

前期繰越利益 1,107,779 － － 1,107,779

中間配当額 － － － 532,330

中間(当期)未処分
利益

2,905,496 － － 3,326,269
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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

その他
資本
剰余金

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
合計任意

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　 　　（千円）
2,216,945 2,063,905 5,433 2,069,338 274,318 12,200,351 3,326,269 15,800,938 △109,051 19,978,172

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － －

任意積立金の積立て

(注)
1,440,000 △1,440,000 － －

剰余金の配当(注) △650,847 △650,847 △650,847

利益処分による役員賞与

(注)
△42,700 △42,700 △42,700

中間純利益 851,472 851,472 851,472

自己株式の取得 △1,654 △1,654

自己株式の処分 180 180 447 628

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）
－ － 180 180 － 1,440,000 △1,282,075 157,924 △1,207 156,898

平成18年９月30日　残高

　　　　 　　（千円）
2,216,945 2,063,905 5,613 2,069,519 274,318 13,640,351 2,044,193 15,958,863 △110,258 20,135,070

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）
457,339 457,339 20,435,512

中間会計期間中の変動額

新株の発行 －

任意積立金の積立て

(注)
－

剰余金の配当(注) △650,847

利益処分による役員賞与

(注)
△42,700

中間純利益 851,472

自己株式の取得 △1,654

自己株式の処分 628

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△143,291 △143,291 △143,291

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 （千円）
△143,291 △143,291 13,606

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
314,048 314,048 20,449,118

 (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ります。
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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

子会社株式

　移動平均法による原価法

(1) 有価証券

子会社株式

同左

(1) 有価証券

子会社株式

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) 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・原材料・仕掛品・貯蔵品

…先入先出法による原価法

(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（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法）を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　　 ３～50年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、耐用年数については、自社

利用のソフトウェアは、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいて

おります。また市場販売目的のソフ

トウェアについては販売可能な見込

み期間（３年内）に基づいておりま

す。

(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、一般債権につきましては貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権につきましては個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員への賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

(3)

─────

(3) 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

21,350千円減少しております。

(3)

─────

－ 45 －



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）

(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。

ただし、当中間会計期間末にお

いては、年金資産見込額が退職給付

債務見込額を超過しているため、超

過額を前払年金費用として投資その

他の資産の「その他」に含め中間貸

借対照表に計上しております。

なお、数理計算上の差異は、発生

時に一括処理しております。

（会計方針の変更）

当中間会計期間より「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正」（企

業会計基準第３号　平成17年３月16

日）及び「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号　平

成17年３月16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22,134千円

増加しております。

(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。

ただし、当中間会計期間末にお

いては、年金資産見込額が退職給付

債務見込額を超過しているため、超

過額を前払年金費用として投資その

他の資産の「その他」に含め中間貸

借対照表に計上しております。

なお、数理計算上の差異は、発生

時に一括処理しております。

(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、計

上しております。

ただし、当事業年度末において

は、年金資産見込額が退職給付債務

見込額を超過しているため、超過額

を前払年金費用として投資その他の

資産の「その他の投資等」に含め貸

借対照表に計上しております。

なお、数理計算上の差異は、発生

時に一括処理しております。

 

 

（会計方針の変更）

当事業年度より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正」（企業会

計基準第３号　平成17年３月16日）

及び「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第７号　平成17

年３月16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

税引前当期純利益は123,953千円増

加しております。

(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、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(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る

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

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

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、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おり

ます。

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

　繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約取引について振当処

理の要件を満たす場合は、振当処理

を行うこととしております。

(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：為替予約取引等

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務

及び外貨建予定取

引

同左 同左

(3) ヘッジ方針

　当社は、社内管理規程に基づき外

貨建取引のうち、当社に為替変動リ

スクが帰属する場合は、そのリスク

ヘッジのため、実需原則に基づき為

替予約取引等を行うものとしており

ます。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

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）

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。

(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

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

　消費税等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

同左

消費税等の会計処理

同左

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

おります。これにより税引前中間純利益は

7,458千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。

───── 　（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）を適用しており

ます。これにより税引前当期純利益は7,458千

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。

───── 　(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、20,449,118千円であります。

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。

─────

─────   (金型売却収入の計上方法の変更) 

従来、製品製作の基礎となる金型代金を製

品単価に含めず、金型を顧客に売却する取引

については、その取引量が僅少で重要性が低

かったため、固定資産取引として会計処理し

てまいりましたが、客先との取引状況の変化

などにより当該取引の重要性が高まってきた

ため、当該取引にかかる損益区分を変更し、

事業活動の成果として財務諸表により明確に

表示するべく、当中間会計期間より金型の販

売代金を売上高として計上するとともに、こ

れに対応する金型製作費用を売上原価として

計上する方法に変更いたしました。

この変更により、従来の方法に比べ、売上

高は5,476千円増加し、売上原価は4,563千円

増加し、売上総利益、営業利益及び経常利益

はそれぞれ912千円増加しております。

─────
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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）

「投資有価証券」は、前中間期まで、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総

額の100分の５を超えたため区分掲記しております。

なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は963,395千円で

あります。

─────

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　有形固定資産の減価償却累計額

3,625,217千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         4,034,914千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         3,843,242千円

２ 保証債務 ㈱名豊商事 197,025千円 ２ 保証債務 JCMメイホウ㈱ 347,132千円 ２ 保証債務 JCMメイホウ㈱  290,590千円

※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

同左

※３

─────

※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。当中間期間末日

満期手形の金額は、次のとおりであります。

受取手形　　　　　 246,083千円

 支払手形　　　　　　 　 －千円

※４

─────
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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　営業外収益の主要な項目 ※１　営業外収益の主要な項目 ※１　営業外収益の主要な項目

受取利息 206千円

受取配当金 1,388,053

為替差益 39,571

受取利息    1,117千円

受取配当金 861,775

為替差益 6,403

受取利息    427千円

受取配当金 1,401,322

為替差益 90,174

※２　営業外費用の主要な項目 ※２　営業外費用の主要な項目 ※２　営業外費用の主要な項目

支払利息 642千円 支払利息   135 千円 支払利息      1,124千円

保険解約損      1,749千円

賃貸借契約解約損      10,000千円

※３　特別利益の主要な項目 ※３　特別利益の主要な項目 ※３　特別利益の主要な項目

貸倒引当金戻入益 46,000千円

固定資産売却益 1,192

貸倒引当金戻入益     1,200千円

  

貸倒引当金戻入益     52,413千円

固定資産売却益 3,016

投資有価証券売却益 11,559

※４　特別損失の主要な項目 ※４　特別損失の主要な項目 ※４　特別損失の主要な項目

固定資産除却損 7,765千円

減損損失 7,458

固定資産除却損      3,398千円

投資有価証券評価損 674,351

固定資産除却損  22,650千円

減損損失 7,458

長浜工場増築関連損失 16,490

※５　減損損失

　　当中間会計期間において、当社は以下の

資産について減損損失を計上しております。

用途 種類 場　所

遊休資産 土地 大阪府柏原市

　　当社は、減損損失の算定に当たり、他の

資産または資産グループから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位

によって資産のグルーピングを行っており

ます。なお、遊休資産については個別の物

件ごとにグルーピングを行っております。

減損損失を認識した遊休資産は、近年の

継続的な地価の下落により、帳簿価額に対

し時価が著しく下落したため、当該減少額

(7,458千円)を減損損失として特別損失に計

上しております。　なお、当該遊休資産の

回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額等を参考として

評価しております。

※５　

─────

※５　減損損失

　　当事業年度において、当社は以下の資産

について減損損失を計上しております。

 

用途 種類 場　所

遊休資産 土地 大阪府柏原市

　　当社は、減損損失の算定に当たり、他の

資産または資産グループから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位

によって資産のグルーピングを行っており

ます。なお、遊休資産については個別の物

件ごとにグルーピングを行っております。

減損損失を認識した遊休資産は、近年の

継続的な地価の下落により、帳簿価額に対

し時価が著しく下落したため、当該減少額

(7,458千円)を減損損失として特別損失に計

上しております。　なお、当該遊休資産の

回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、固定資産税評価額等を参考として

評価しております。

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 217,669千円

無形固定資産 26,469

有形固定資産     239,485千円

無形固定資産 52,678

有形固定資産       531,824千円

無形固定資産 76,488

（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

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 78 0 0 79

 　　　　合計 78 0 0 79

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少は単元未満株式の買増請求

によるものであります。
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（リース取引関係）

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.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)

「その他」
（工具・器具
及び備品）

97,444 63,984 33,460

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)

「その他」
（工具・器具
及び備品）

34,559 21,696 12,863

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)

「その他」
（工具・器具
及び備品）

58,270 36,725 21,544

(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年内 24,845千円

１年超 8,614

合計 33,460

１年内       7,774千円

１年超 5,088

合計 12,863

１年内       15,031千円

１年超 6,513

合計 21,544

（注）　なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料中間期末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占めるその割合が低い

ため、支払利子込み法により算定して

おります。

同左 （注）　なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占めるその割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 21,284千円

減価償却費相当額 21,284

支払リース料       6,716千円

減価償却費相当額 6,716

支払リース料       36,329千円

減価償却費相当額 36,329

(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

２.オペレーティング・リース取引

　 未経過リース料

１年内 1,390千円

１年超 3,940

合計 5,331

(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。

２.オペレーティング・リース取引

　 未経過リース料

１年内      1,390千円

１年超 2,549

合計 3,940

(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。

２.オペレーティング・リース取引

　 未経過リース料

１年内      1,390千円

１年超 3,245

合計 4,636

(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。

（有価証券関係）

　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あり

ません。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 671円75銭

１株当たり中間純利益

金額
60円83銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
60円66銭

１株当たり純資産額    691円24銭

１株当たり中間純利益

金額
  28円78銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

１株当たり純資産額    689円32銭

１株当たり当期純利益

金額
   91円59銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
   91円40銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

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株当たり中間（当期）純

利益金額

中間(当期)純利益

（千円）
1,797,716 851,472 2,750,820

普通株主に帰属しない金

額（千円）
－ － 42,700

(うち利益処分による役員

賞与金)
－ － (42,700)

普通株式に係る中間（当

期）純利益（千円）
1,797,716 851,472 2,708,120

期中平均株式数（千株） 29,554 29,583 29,567

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益調整

額（千円）
－ － －

普通株式増加数（千株） 79 － 63

(うちストック・オプショ

ン)
(79) (－) 　 (63)

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額の

算定に含めなかった潜在株

式の概要

 

 ───── 平成15年6月26日の定時株主

総会決議により、旧商法第

280条ノ20及び第280条ノ21

の規程に基づいて発行され

た新株予約権（ストック・

オプション） 

 ─────

（重要な後発事象）

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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。

前事業年度（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。
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