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平成平成平成平成 11119999年年年年 3333月期　　　　個別中間財務諸表の概要月期　　　　個別中間財務諸表の概要月期　　　　個別中間財務諸表の概要月期　　　　個別中間財務諸表の概要　　　　 平成18年11月10日
上 場 会 社 名       　新電元工業株式会社新電元工業株式会社新電元工業株式会社新電元工業株式会社　　  　　　　　　　　　　　       上場取引所   東
コ ー ド 番 号         ６８４４　　                                      本社所在都道府県   東京都
（ＵＲＬ  http://www.shindengen.co.jp ）
代　　表　　者　役職名　代表取締役社長　　　　　氏名　小田　孝次郎
問合せ先責任者　役職名　経営企画室企画部長　　　氏名　田中　信吉 　　ＴＥＬ( 03 ) 3279 － 4431
中間決算取締役会開催日　平成18年11月10日           中間配当制度の有無            有
中間配当支払開始日　平成18年12月8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)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
17年9月中間期

          44,915       6.6
          42,140       5.5

755     △37.6
1,209      100.3

1,285   　  26.7
1,014     △21.9

18年3月期            85,991 2,905 2,352

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

585    　22.7
　　 477    △43.0

            6.75
            5.89

18年3月期  1,314 15.99
 (注)①期中平均株式数 18年9月中間期　86,842,148株　17年9月中間期　81,137,047株　18年3月期　82,208,587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

93,550
86,885

43,232
39,575

46.2
45.5

497.87
487.83

18年3月期 92,151 43,213 46.9 497.58
 (注)①期末発行済株式数　18年9月中間期　86,834,682株　　17年9月中間期　81,125,454株　　18年3月期　86,848,039株
　　②期末自己株式数　　18年9月中間期　   193,166株　　17年9月中間期　   151,160株　　18年3月期     179,809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

百万円 百万円 百万円 円　 銭 円　 銭
通　  期 89,800 2,700 1,500 3.50 7.00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)　　17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
18年3月期 2.50 3.50 6.00
19年3月期（実績） 3.50 ―
19年3月期（予想） ― 3.50 7.00

（注）上記の業績見通しにつきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を
　　含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより記載の見通しとは異なる結果となる可能性があること
　　にご留意下さい。
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５．中間財務諸表等 

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） 
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（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     

現金及び預金  2,959 2,446  3,593 

受取手形  138 55  113 

売掛金  27,147 30,436  28,920 

たな卸資産  9,821 9,549  9,739 

未収入金 ※４ 4,686 6,829  5,670 

短期貸付金  6,048 3,811  5,149 

繰延税金資産  1,427 603  941 

その他 ※５ 505 693  1,019 

貸倒引当金  △  12 △  14  △ 336 

流動資産合計   52,724 60.7 54,410 58.2  54,811 59.5

Ⅱ 固定資産     

有形固定資産     

建物 ※１ 3,325 3,194  3,225 

その他 ※１ 6,243 7,073  6,388 

有形固定資産合計   9,568 11.0 10,268 11.0  9,613 10.4

無形固定資産     

ソフトウェア  355 394  379 

その他  21 21  21 

無形固定資産合計   377 0.4 416 0.4  401 0.5

投資その他の資産     

投資有価証券  11,518 13,133  12,482 

関係会社株式  5,642 5,602  6,292 

長期貸付金  4,640 7,105  6,617 

繰延税金資産  1,075 1,589  786 

その他  1,343 1,140  1,159 

貸倒引当金  △  71 △ 154  △  65 

投資その他の資産合計   24,148 27.8 28,418 30.4  27,273 29.6

固定資産合計   34,094 39.2 39,102 41.8  37,288 40.5

Ⅲ 繰延資産     

社債発行費  66 37  51 

繰延資産合計   66 0.1 37 0.0  51 0.0

資産合計   86,885 100.0 93,550 100.0  92,151 100.0
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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（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     

支払手形  1,769 1,233  1,756 

買掛金  11,972 11,652  11,882 

短期借入金 ※３ 3,484 7,449  5,992 

一年内償還社債  － 2,000  － 

賞与引当金  486 489  482 

その他  4,291 6,830  6,218 

流動負債合計   22,004 25.4 29,655 31.7  26,333 28.6

Ⅱ 固定負債     

社債  9,000 7,000  9,000 

新株予約権付社債  3,000 688  688 

長期借入金  7,912 6,097  7,065 

退職給付引当金  5,032 5,814  5,446 

役員退職慰労引当金  361 339  404 

製品補償損失引当金  － 723  － 

固定負債合計   25,305 29.1 20,662 22.1  22,604 24.5

負債合計   47,309 54.5 50,318 53.8  48,937 53.1
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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（百万円）
構成比
（％）

金  額（百万円）
構成比 
（％） 

金  額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）  
   

Ⅰ 資本金   13,617 15.7 － －  14,773 16.0

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  12,825 －  13,981 

その他資本剰余金  0 －  0 

資本剰余金合計   12,826 14.8 － －  13,982 15.2

Ⅲ 利益剰余金     

利益準備金  1,246 －  1,246 

任意積立金  8,678 －  8,678 

中間（当期）未処分利益  983 －  1,618 

利益剰余金合計   10,908 12.5 － －  11,542 12.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金   2,266 2.6 － －  2,977 3.2

Ⅴ 自己株式   △  43 △0.1 － －  △  63 △0.0

資本合計   39,575 45.5 － －  43,213 46.9

負債資本合計   86,885 100.0 － －  92,151 100.0

     

（純資産の部）  
   

Ⅰ 株主資本     

資本金   － － 14,773 15.8  － －

資本剰余金     

資本準備金  － 13,981  － 

その他資本剰余金  － 0  － 

資本剰余金合計   － － 13,982 15.0  － －

利益剰余金     

利益準備金  － 1,246  － 

その他利益剰余金     

別途積立金  － 9,278  － 

繰越利益剰余金  － 1,299  － 

利益剰余金合計   － － 11,824 12.6  － －

自己株式   － － △  71 △0.1  － －

株主資本合計   － － 40,509 43.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金   － － 2,722 2.9  － －

評価・換算差額等合計   － － 2,722 2.9  － －

純資産合計   － － 43,232 46.2  － －

負債純資産合計   － － 93,550 100.0  － －
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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） 

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（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   42,140 100.0 44,915 100.0  85,991 100.0

Ⅱ 売上原価   36,914 87.6 40,204 89.5  75,155 87.4

売上総利益   5,225 12.4 4,711 10.5  10,835 12.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,016 9.5 3,955 8.8  7,929 9.2

営業利益   1,209 2.9 755 1.7  2,905 3.4

Ⅳ 営業外収益 ※２  749 1.7 1,538 3.4  1,995 2.3

Ⅴ 営業外費用 ※３  944 2.2 1,008 2.2  2,549 3.0

経常利益   1,014 2.4 1,285 2.9  2,352 2.7

Ⅵ 特別利益 ※４  416 1.0 692 1.5  1,238 1.4

Ⅶ 特別損失 ※5,6  332 0.8 1,242 2.8  1,320 1.5

税引前中間（当期）純利益   1,098 2.6 735 1.6  2,270 2.6

法人税、住民税及び事業税  121 439  168 

法人税等調整額  499 621 1.5 △ 289 149 0.3 786 955 1.1

中間（当期）純利益   477 1.1 585 1.3  1,314 1.5

前期繰越利益   506 －   506

中間配当額   － －   202

中間（当期）未処分利益   983 －   1,618

     

 



 36

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  

資本金 
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 別途 

積立金

繰越 
利益 

剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

14,773 13,981 0 13,982 1,246 8,678 1,618 11,542 △  63 40,235

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △ 303 △ 303 △ 303

別途積立金の積立（注）   600 △ 600  

中間純利益   585 585 585

自己株式の取得     △   8 △   8

自己株式の処分   0 0   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） 

  0 0 600 △ 318 281 △   8 273

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

14,773 13,981 0 13,982 1,246 9,278 1,299 11,824 △  71 40,509

 

 

評価・換算差額等 

 
その他 
有価 
証券 
評価 

差額金 

評価・ 
換算 

差額等 
合計 

純資産
合計 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

2,977 2,977 43,213

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）   △ 303

別途積立金の積立（注）   

中間純利益   585

自己株式の取得   △   8

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
（純額） 

△ 255 △ 255 △ 255

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△ 255 △ 255 18

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

2,722 2,722 43,232

 
（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 

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．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 同左 同左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場価格等

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） 

中間会計期間末日の市場価格等

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） 

事業年度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） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同左 同左 

(2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

時価法 同左 同左 

(3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

半製品、材料 同左 同左 

総平均法による原価法   

製品、仕掛品   

素子部門は総平均法による原価法 

各種機器部門は個別法による原価

法 

  

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

定率法によっております。 

耐用年数は法人税法に規定する耐

用年数を採用しておりますが、機械

及び装置のうち素子製造設備につい

ては、法人税法に定められた耐用年

数７年を５年に短縮して償却を実施

しております。 

同左 同左 

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

定額法によっております。なお、

自社利用の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。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (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検

討し、回収不能見積額を計上してお

ります。 

同左 同左 

(2）賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の

支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当中間

会計期間に帰属する額を計上してお

ります。 

同左 賞与引当金は、従業員への賞与の

支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当事業

年度に帰属する額を計上しておりま

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） 

(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)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につ

いては、15年による按分額を費用処

理しております。 

過去勤務債務は、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（13年）による定額法により

費用処理しております。 

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（13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。 

同左 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

計基準変更時差異については、15

年による按分額を費用処理してお

ります。 

過去勤務債務は、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（13年）による定額法

により費用処理しております。 

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

（13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。 

(4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づき中間期末要支給額

を計上しております。 

同左 役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づき必要額を計上し

ております。 

――――――― ――――――― (5)債務保証損失引当金 

  関係会社への債務保証等に係る

損失に備えるため、被保証者の財

政状態等を勘案し、損失負担見込

額を計上しております。 

――――――― (5)製品補償損失引当金 ――――――― 

 販売した製品に係る補償費用の発

生に備えるため、当該費用の発生額

を個別に見積って計上しておりま

す。 

（追加情報） 

販売済の製品に対する補償費用の

発生が見込まれることとなったた

め、当該費用の個別見込額を新たに

製品補償損失引当金として計上して

おります。 

 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 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 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用してお

ります。 

同左 同左 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 同左 同左 

ヘッジ対象…借入金の利息   

(3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

有利子負債の将来の市場金利の変動

による損失を軽減する目的で金利ス

ワップ取引を利用しており、投機目的

の取引は行わない方針であります。 

同左 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） 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理を採用して

いるため、ヘッジの有効性の判定は省

略しております。 

同左 同左 

６．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 

６．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 

６．その他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 (1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理の

方法については、税抜方式によってお

ります。 

同左 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） ――――――― （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120百万円減少して

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120百万円減少しておりま

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43,232百万円であります。 

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。 

 

 

 

 

 



 

40 
 

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．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 

22,718百万円 22,621百万円 22,781百万円

２．保証債務 ２．保証債務 ２．保証債務 

次の相手先の銀行借入に対し支払保

証を行っております。 

次の相手先の銀行借入に対し支払保

証を行っております。 

次の相手先の銀行借入に対し支払保

証を行っております。 
   

㈱秋田新電元 700百万円 

㈱東根新電元 5,482    

山梨電子工業㈱ 1,391    

シンデンゲン(タ
イランド)カンパ
ニー・リミテッド 

113    
(US$ 1,000,000) 

ランプーン・シン
デンゲン・カンパ
ニー・リミテッド 

475    
(US$ 4,200,000) 

シンデンゲン・
フィリピン・コー
ポレーション 

396    
(US$ 3,500,000) 

広州新電元電器有
限公司 

47    
(US$  420,000) 

上海新電元通信設
備有限公司 

202    
(RMB14,500,000) 

従業員住宅資金借
入口 

329    

計 9,139    
  

   
㈱秋田新電元 518百万円

㈱東根新電元 4,644   

山梨電子工業㈱ 1,091   

シンデンゲン(タ
イランド)カンパ
ニー・リミテッド

58   
(US$  500,000)

ランプーン・シン
デンゲン・カンパ
ニー・リミテッド

353   
(US$ 3,000,000)

シンデンゲン・
フィリピン・コー
ポレーション 

294   
(US$ 2,500,000)

広州新電元電器有
限公司 

33   
(US$  280,000)

従業員住宅資金借
入口 

301   

計 7,296   
  

   
㈱秋田新電元 570百万円

㈱東根新電元 5,131   

山梨電子工業㈱ 1,241   

シンデンゲン(タ
イランド)カンパ
ニー・リミテッド 

88   
(US$  750,000)

ランプーン・シン
デンゲン・カンパ
ニー・リミテッド 

422   
(US$ 3,600,000)

シンデンゲン・
フィリピン・コー
ポレーション 

352   
(US$ 3,000,000)

広州新電元電器有
限公司 

41   
(US$  350,000)

従業員住宅資金借
入口 

307   

計 8,155   
  

上記中RMBは中国元であります。   

※３．当社は、運転資金の安定的調達によ

り手元資金を圧縮し、効率的な資金運

用を行うため、（株）みずほ銀行を主

幹事とした取引銀行３行との間に融資

極度枠（コミットメントライン）契約

を締結しております。当中間会計期間

末におけるコミットメント契約に係る

借入未実行残高等は次の通りとなって

おります。 

※３．当社は、運転資金の安定的調達によ

り手元資金を圧縮し、効率的な資金運

用を行うため、（株）みずほ銀行を主

幹事とした取引銀行３行との間に融資

極度枠（コミットメントライン）契約

を締結しております。当中間会計期間

末におけるコミットメント契約に係る

借入未実行残高等は次の通りとなって

おります。 

※３．当社は、運転資金の安定的調達によ

り手元資金を圧縮し、効率的な資金運

用を行うため、（株）みずほ銀行を主

幹事とした取引銀行３行との間に融資

極度枠（コミットメントライン）契約

を締結しております。当事業年度末に

おけるコミットメント契約に係る借入

未実行残高等は次の通りとなっており

ます。 
  

融資極度枠 5,000百万円 

借入実行残高 －    

差引額 5,000    
  

  
融資極度枠 5,000百万円

借入実行残高 3,000   

差引額 2,000   
  

  
融資極度枠 5,000百万円

借入実行残高 1,000   

差引額 4,000   
  

※４．資産流動化を目的とした受取手形の

売却に伴う支払保留額165百万円を含ん

でおります。 

※４．資産流動化を目的とした受取手形の

売却に伴う支払保留額70百万円を含ん

でおります。 

※４．資産流動化を目的とした受取手形の

売却に伴う支払保留額113百万円を含ん

でおります。 

※５．消費税等の取扱い ※５．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、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

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．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額 
  

有形固定資産 517百万円

無形固定資産 84   
  

  
有形固定資産 515百万円

無形固定資産 66   
  

  
有形固定資産 1,092百万円

無形固定資産 155   
  

※２．営業外収益のうち重要なもの ※２．営業外収益のうち重要なもの ※２．営業外収益のうち重要なもの 
  

受取利息 124百万円

受取配当金 134   
  

  
受取利息 165百万円

受取配当金 880   
  

  
受取利息 287百万円

受取配当金 353   
  

※３．営業外費用のうち重要なもの ※３．営業外費用のうち重要なもの ※３．営業外費用のうち重要なもの 
  

支払利息 206百万円
  

  
支払利息 181百万円

  

  
支払利息 391百万円

  
※４．特別利益のうち重要なもの ※４．特別利益のうち重要なもの ※４．特別利益のうち重要なもの 

  
投資有価証券売却益 416百万円

 

  
投資有価証券売却益 692百万円

 

  
投資有価証券売却益 1,238百万円

  
※５．特別損失のうち重要なもの ※５．特別損失のうち重要なもの ※５．特別損失のうち重要なもの 

  
たな卸資産除却損 211百万円

減損損失 120   
  

  
製品補償損失 856百万円

関係会社株式売却損 385   
  

  
たな卸資産除却損 319百万円

貸倒引当金繰入額 312   

債務保証損失引当金繰

入額 

212   

固定資産除却損 191   

関係会社出資金評価損 163   

減損損失 120   
  

※６．減損損失 ――――――― ※６．減損損失 

当中間会計期間において、当社は減

損損失を計上しておりますが、減損損

失を認識した主な資産は以下の通りで

あります。 

 当事業年度において、当社は減損損

失を計上しておりますが、減損損失を

認識した主な資産は以下の通りであり

ます。 

  
用途 種類 場所 減損損失 

遊休資産 土地 千葉県勝浦市 113百万円

 

   
用途 種類 場所 減損損失

遊休資産 土地 千葉県勝浦市 113百万円

 
当社は、管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程の類似性等によるキャッ

シュ・フローの相互補完性を加味して

資産のグルーピングを行っておりま

す。 

上記遊休資産については時価が著し

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

損損失として特別損失に計上いたしま

した。 

回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、不動産鑑定評価額で算

定しております。 

 当社は、管理会計上の区分を基礎と

し、製造工程の類似性等によるキャッ

シュ・フローの相互補完性を加味して

資産のグルーピングを行っておりま

す。 

上記遊休資産については時価が著し

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

損損失として特別損失に計上いたしま

した。 

回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、不動産鑑定評価額で算

定しております。 
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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（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） 179 14 1 193 

合計 179 14 1 193 

（注）自己株式の株式数の増加14千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 

 

リース取引関係 

EDINETにより開示を行う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。 

 




