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単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000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 14,377 1.2 713 36.1 691 41.9

17年9月中間期 14,213 5.6 524 14.2 487 20.9

18年3月期 28,507 1,263 1,203

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 867 171.2 30 02

17年9月中間期 319 217.1 11 07

18年3月期 729 24 50

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 28,896,906株 17年9月中間期 28,902,263株 18年3月期 28,900,774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 21,733 6,971 32.1 241 27

17年9月中間期 22,016 6,185 28.1 214 00

18年3月期 22,108 6,690 30.3 230 78

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 28,895,413株 17年9月中間期 28,901,642株 18年3月期 28,897,525株

②期末自己株式数 18年9月中間期 210,587株 17年9月中間期 204,358株 18年3月期 208,475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 29,000 1,250 1,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　38円07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 － 4.00 4.00

19年３月期（実績） － －
4.00

19年３月期（予想） － 4.00

※　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。
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５．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)

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
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,162,959   1,785,235   1,609,511   

２．受取手形 ※４ 216,316   122,984   90,951   

３．営業未収金  5,011,612   4,937,099   5,128,452   

４．親会社株式  －   －   698,404   

５．繰延税金資産  162,161   153,665   －   

６．その他  687,178   825,102   596,180   

貸倒引当金  △8,029   △9,407   △10,150   

流動資産合計   7,232,199 32.8  7,814,679 36.0  8,113,351 36.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 5,450,805   5,609,192   5,338,964   

(2）機械及び装置 ※２ 683,889   565,090   586,896   

(3）車両及び運搬具  182,091   229,016   169,555   

(4）土地 ※２ 3,004,780   2,974,669   2,974,669   

(5）建設仮勘定  291,270   108,641   135,974   

(6）その他 ※２ 131,056   182,641   124,600   

計   9,743,892 44.3  9,669,251 44.5  9,330,661 42.2

２．無形固定資産           

(1）借地権  1,160,304   1,160,304   1,160,304   

(2）その他  63,487   57,239   58,503   

計   1,223,792 5.6  1,217,544 5.6  1,218,809 5.5

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  2,954,890   2,090,576   2,404,730   

(2）繰延税金資産  －   106,383   31,360   

(3）その他  1,162,801   850,438   1,118,732   

貸倒引当金  △205,772   △14,893   △13,719   

投資損失引当金  △95,100   －   △95,100   

計   3,816,820 17.3  3,032,505 13.9  3,446,007 15.6

固定資産合計   14,784,504 67.2  13,919,301 64.0  13,995,478 63.3

資産合計   22,016,704 100  21,733,981 100  22,108,829 100
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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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．営業未払金  2,816,439   2,802,901   2,999,497   

２．短期借入金  4,410,000   4,040,628   3,910,000   

３．一年以内に返済予
定の長期借入金

※２ 1,122,882   1,262,710   1,262,710   

４．未払法人税等  261,561   318,296   426,018   

５．賞与引当金  235,601   212,579   300,164   

６．その他  695,421   725,852   427,897   

流動負債合計   9,541,906 43.3  9,362,969 43.1  9,326,291 42.2

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 4,194,937   3,351,624   3,982,979   

２．繰延税金負債  8,425   －   －   

３．退職給付引当金  1,667,820   1,637,210   1,671,818   

４．役員退職慰労引当
金

 95,970   78,345   108,870   

５．関係会社事業損失
引当金

 71,300   85,100   82,000   

６．その他  251,228   247,184   245,936   

固定負債合計   6,289,680 28.6  5,399,463 24.8  6,091,604 27.5

負債合計   15,831,587 71.9  14,762,433 67.9  15,417,896 69.7
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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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,455,300 6.6  － －  1,455,300 6.6

Ⅱ　資本剰余金          

１．資本準備金  330,659   －   330,659   

資本剰余金合計   330,659 1.5  － －  330,659 1.5

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  33,165   －   33,165   

２．任意積立金  2,031,772   －   2,031,772   

３．中間（当期）未処
分利益

 1,226,679   －   1,636,666   

利益剰余金合計   3,291,618 15.0  － －  3,701,604 16.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,130,496 5.1  － －  1,227,923 5.6

Ⅴ　自己株式   △22,957 △0.1  － －  △24,553 △0.1

資本合計   6,185,117 28.1  － －  6,690,933 30.3

負債資本合計   22,016,704 100  － －  22,108,829 100

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　１．資本金   － －  1,455,300 6.7  － －

　２．資本剰余金           

　 (1) 資本準備金  －   330,659   －   

     資本剰余金合計   － －  330,659 1.5  － －

　３．利益剰余金           

　 (1) 利益準備金  －   33,165   －   

　 (2) その他利益剰余
　　　 金

          

       固定資産圧縮積
　　　 立金

 －   1,607,727   －   

       別途積立金  －   294,871   －   

       繰越利益剰余金  －   2,495,818   －   

　　利益剰余金合計   － －  4,431,582 20.4  － －

　４．自己株式   － －  △25,388 △0.1  － －

　　　　株主資本合計   － －  6,192,153 28.5  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１．その他有価証券
　　　評価差額金

  － －  779,393 3.6  － －

　　評価・換算差額等
　　合計

  － －  779,393 3.6  － －

    純資産合計   － －  6,971,547 32.1  － －

 　 負債純資産合計   － －  21,733,981 100  － －
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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）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収入   14,213,553 100  14,377,948 100  28,507,925 100

Ⅱ　営業費用   11,577,693 81.5  11,584,851 80.6  23,095,735 81.0

営業総利益   2,635,860 18.5  2,793,096 19.4  5,412,190 19.0

Ⅲ　業務費及び一般管理
費

  2,111,223 14.8  2,079,286 14.4  4,148,202 14.6

営業利益   524,637 3.7  713,810 5.0  1,263,987 4.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  5,028   3,152   8,427   

２．受取配当金  20,555   34,431   34,113   

３．その他 ※１ 17,513   17,841   44,762   

営業外収益合計   43,096 0.3  55,426 0.4  87,303 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  74,546   63,525   139,267   

２．その他  5,755   13,874   8,081   

営業外費用合計   80,302 0.6  77,400 0.6  147,349 0.5

経常利益   487,431 3.4  691,836 4.8  1,203,941 4.2

Ⅵ　特別利益 ※２  98,981 0.7  623,278 4.3  291,494 1.0

Ⅶ　特別損失 ※３  15,274 0.1  45,894 0.3  66,199 0.2

税引前中間(当期)
純利益

  571,138 4.0  1,269,219 8.8  1,429,236 5.0

法人税、住民税及
び事業税

 248,700   340,900   622,900   

法人税等調整額  2,512 251,212 1.7 60,751 401,651 2.8 76,424 699,324 2.4

中間(当期)純利益   319,925 2.3  867,568 6.0  729,912 2.6

前期繰越利益   906,754   －   906,754  

中間(当期)未処分
利益

  1,226,679   －   1,636,666  
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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

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
合計固定資産

圧縮積立金 
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　　 （千円）
1,455,300 330,659 330,659 33,165 1,736,901 294,871 1,636,666 3,701,604 △24,553 5,463,010

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）       △115,590 △115,590  △115,590

役員賞与（注）       △22,000 △22,000  △22,000

前期利益処分に係る固定

資産圧縮積立金の取崩し
    △89,066  89,066 －  －

中間会計期間に係る固定

資産圧縮積立金の取崩し
    △40,107  40,107 －  －

中間純利益       867,568 867,568  867,568

自己株式の取得         △834 △834

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）
－ － － － △129,174 － 859,152 729,978 △834 729,143

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　 （千円）
1,455,300 330,659 330,659 33,165 1,607,727 294,871 2,495,818 4,431,582 △25,388 6,192,153

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）
1,227,923 1,227,923 6,690,933

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △115,590

役員賞与（注）   △22,000

前期利益処分に係る固定

資産圧縮積立金の取崩し
  －

中間会計期間に係る固定

資産圧縮積立金の取崩し
  －

中間純利益   867,568

自己株式の取得   △834

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△448,529 △448,529 △448,529

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　　 （千円）
△448,529 △448,529 280,613

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　 （千円）
779,393 779,393 6,971,547

 （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）有価証券

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

満期保有目的債券

同　　　　左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

満期保有目的債券

同　　　　左

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

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

　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．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、倉庫用及び賃貸用資産

の一部ならびにプラント営業部

営業第一チーム所管の機械及び

装置については定額法によって

おります。

なお、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備は

除く）については、定額法を採

用しております。

また、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　　　２～50年

機械及び装置　　　４～15年

車両及び運搬具　　３～６年

その他　　　　　　２～45年

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、倉庫用及び賃貸用資産

の一部ならびに450tクローラー

クレーンについては定額法。

なお、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備は

除く）については、定額法を採

用しております。　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　２～50年

構築物　　　　　　10～45年

機械及び装置　　　４～15年

船舶及び車両運搬具４～６年

工具器具及び備品　２～20年

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、倉庫用及び賃貸用資産

の一部ならびに450tクローラー

クレーンについては定額法。

なお、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備は

除く）については、定額法を採

用しております。　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　２～50年

構築物　　　　　　10～45年

機械及び装置　　　４～15年

船舶及び車両運搬具３～６年

工具器具及び備品　２～20年

(2）無形固定資産

定額法

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）長期前払費用

均等償却

(3）長期前払費用

同　　　　左

(3）長期前払費用

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）

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。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同　　　　左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同　　　　左

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、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

役員の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。

(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、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（10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いたしま

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、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（10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。

(6）投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失

に備えるため、投資先の財政状

態等を勘案して、必要額を計上

しております。

(6）投資損失引当金

同　　　　左

(6）投資損失引当金

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）

(7）関係会社事業損失引当金

関係会社の事業に係る損失に備

えるため、当該会社の財政状態

等を勘案して、当社が負担する

こととなる損失見込額を計上し

ております。

(7）関係会社事業損失引当金

同　　　　左

(7）関係会社事業損失引当金

 同　　　　左

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨

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。

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算基準

同　　　　左

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、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。

５．リース取引の処理方法

同　　　　左

５．リース取引の処理方法

同　　　　左

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たす為替予

約について振当処理を、金利ス

ワップについて特例処理の条件

を充たしている場合には特例処

理を採用しております。

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同　　　　左

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同　　　　左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約及び金利

スワップ、ヘッジ対象は主とし

て外貨建債権・債務及び借入金

金利であります。

(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

(3）ヘッジ方針

主として為替変動リスク及び金

利変動リスクを回避するため、

外貨建債権・債務及び借入金の

残高の範囲内でヘッジ取引を

行っております。なお、投機目

的のためのデリバティブ取引は

行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針

同　　　　左

(3）ヘッジ方針

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）ヘッジの有効性評価の方法

原則として、為替予約取引締結

時より、外貨建債権・債務の決

済時までの期間における外貨建

債権・債務と為替予約の対応関

係を基礎として判断しておりま

す。また、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同　　　　左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

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

(1）消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しておりま

す。

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等については相殺のうえ流

動資産の「その他」に含めて表

示しております。

また、控除対象外消費税及び地

方消費税は、長期前払費用とし

て計上し、法人税法の規定する

期間にわたり償却しております。

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

(1）消費税等の会計処理方法

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

(1）消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しておりま

す。

なお、控除対象外消費税及び地

方消費税は、長期前払費用とし

て計上し、法人税法の規定する

期間にわたり償却しております。

(2）税金費用の計算における諸準備

金等の取り扱い

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

る圧縮積立金の積立て及び取崩

しを前提として、当中間期に係

る金額を計算しております。

(2）税金費用の計算における諸準備

金等の取り扱い

同　　　　左

(2）　　――――――
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （役員賞与に関する会計基準）

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。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

──────

────── （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6,971,547千円でありま

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。

──────
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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
（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は、

18,212,097千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

18,640,996千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

18,436,426千円であります。

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産

建物 2,888,428千円(　 30,111千円)

機械及び
装置

 79,860千円  

土地 617,162千円(　240,731千円)

有形固定
資産・そ
の他

1,868千円  

計 3,587,320千円(　270,842千円)

建物 2,703,963千円(   27,939千円)

機械及び
装置

38,668千円  

土地 617,162千円(  240,731千円)

有形固定
資産・そ
の他

1,491千円  

計 3,361,285千円(  268,671千円)

建物 2,794,409千円(   28,904千円)

機械及び
装置

59,234千円  

土地 617,162千円(  240,731千円)

有形固定
資産・そ
の他

1,589千円  

計 3,472,396千円(  269,636千円)

対応する債務 対応する債務 対応する債務

一年以内
に返済予
定の長期
借入金

802,200千円(　520,000千円)

長期借入
金

  946,700千円  

計 1,748,900千円(　520,000千円)

一年以内
に返済予
定の長期
借入金

872,200千円(  520,000千円)

長期借入
金

724,500千円  

計 1,596,700千円(  520,000千円)

一年以内
に返済予
定の長期
借入金

872,200千円(  520,000千円)

長期借入
金

800,600千円  

計 1,672,800千円(  520,000千円)

（　　）書の数字は財団抵当に供して

いる資産及びこれに対応する債務であ

り、いずれも内数であります。

（　　）書の数字は財団抵当に供して

いる資産及びこれに対応する債務であ

り、いずれも内数であります。

（　　）書の数字は財団抵当に供して

いる資産及びこれに対応する債務であ

り、いずれも内数であります。

　３．保証債務

次の金融機関借入金について保証をし

ております。

　３．保証債務

次の金融機関借入金について保証をし

ております。

　３．保証債務

次の金融機関借入金について保証をし

ております。

㈱ワールド流通セン
ター

1,340,100千円

北海宇徳㈱ 160,000千円

UTOC ENGINEERING
　　　　 PTE LTD.

36,457千円

（シンガポールドル　　  544千）

UTOC (U.S.A.),INC. 21,696千円

（アメリカドル　　　　　191千）

㈱同源泰 21,684千円

宇徳財形貯蓄会 1,343千円

その他１社  1,276千円

（タイバーツ　　　　　  464千）

計 1,582,558千円

㈱ワールド流通セン
ター

1,192,000千円

北海宇徳㈱ 160,000千円

UTOC (U.S.A.),INC. 82,530千円

（アメリカドル　　　700千）

UTOC ENGINEERING
(MALAYSIA) SDN 
BHD.

3,439千円

（マレーシアリンギット   107千）

その他１社 3,654千円

（タイバーツ　　1,164千）

計 1,141,624千円

㈱ワールド流通セン
ター

1,265,900千円

北海宇徳㈱ 160,000千円

UTOC (U.S.A.),INC. 43,652千円

（アメリカドル　 　371千）

UTOC ENGINEERING
PTE LTD.

20,383千円

（シンガポールドル　　 280千）

UTOC ENGINEERING
(MALAYSIA)SDN.BHD.

16,518千円

（マレーシアリンギット   518千）

㈱同源泰 15,000千円

その他１社 1,401千円

（タイバーツ　 464千）

計 1,522,855千円

（注）㈱ワールド流通センターの保証債務金

額は、当社負担金額を記載しており、

他社負担額を含めた連帯保証債務総額

は、28,711,300千円であります。

（注）㈱ワールド流通センターに対する保証

債務金額は、当社負担金額を記載して

おり、他社負担額を含めた連帯保証債

務総額は、25,541,700千円であります。

（注）㈱ワールド流通センターに対する保証

債務金額は、当社負担金額を記載して

おり、他社負担額を含めた連帯保証債

務総額は、27,127,600千円であります。

※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、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高に含ま

れております。

※４．　　　　 ――――――

 

  受取手形 16,801千円   
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

　５．貸出コミットメント

当社は、グループ内資金運用の効率化

を目的とした極度融資契約を締結して

おり、当中間会計期間末における貸出

未実行残高は次のとおりであります。

　５．貸出コミットメント

当社は、グループ内資金の効率的な管

理、運用を目的としてキャッシュマネ

ジメントシステムによる基本約定契約

及び極度融資契約を締結しており、当

中間会計期間末における貸出未実行残

高は次のとおりであります。

　５．貸出コミットメント

当社は、グループ内資金運用の効率化

を目的とした極度融資契約を締結して

おり、当事業年度末における貸出未実

行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメント
の総額

1,735,000千円

貸出実行残高 600,000千円

　差引額 1,135,000千円

貸出コミットメント
の総額

4,735,000千円

貸出実行残高 460,000千円

　差引額 4,275,000千円

貸出コミットメント
の総額

1,735,000千円

貸出実行残高 510,000千円

　差引額 1,225,000千円

（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「その他」の主要項

目は次のとおりであります。

※１．営業外収益「その他」の主要項

目は次のとおりであります。

※１．営業外収益「その他」の主要項

目は次のとおりであります。

受取保険金  4,390千円 業務受託料 4,116千円 受取補償金 13,736千円

※２．特別利益の主要項目は次のとお

りであります。

※２．特別利益の主要項目は次のとお

りであります。

※２．特別利益の主要項目は次のとお

りであります。

貸倒引当金戻
入益

 91,165千円
親会社株式売
却益

621,803千円
機械及び装置
売却益

7,215千円

貸倒引当金戻
入益

279,296千円

※３．特別損失の主要項目は次のとお

りであります。

※３．特別損失の主要項目は次のとお

りであります。

※３．特別損失の主要項目は次のとお

りであります。

関係会社事業
損失引当金繰
入額

14,600千円
過年度消費税
等

26,000千円

関係会社株式
評価損

12,999千円

建物売却損 1,707千円

車両及び運搬
具売却損

1,141千円

関係会社株式
評価損

17,000千円

投資損失引当
金繰入額

25,300千円

事業撤退損 19,842千円

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 361,033千円

無形固定資産 4,299千円

有形固定資産 369,312千円

無形固定資産 4,264千円

有形固定資産 742,864千円

無形固定資産 8,544千円
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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） 208 2 － 210

 　　　　合計 208 2 － 210

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、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

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　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のいずれにおいても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）

　１株当たり情報については、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。

－ 44 －


