
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 23円22銭 

３．配当状況 

  

※ 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、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ページを参照してください。 

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要 
(財)財務会計基準機構会員

平成18年11月10日

上場会社名 協栄産業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6973 本社所在都道府県 東京都  

(URL http://www.kyoei.co.jp) 

代  表  者 役職名 取締役社長 氏名 平澤 照雄 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役  氏名 増田 保武 ＴＥＬ  （03）3481－2111（大代表） 

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８日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(1）経営成績 （百万円未満は切捨て表示）

 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 37,242 4.0 1,048 99.7 1,102 88.4

17年９月中間期 35,822 0.2 524 △35.9 585 △27.6

18年３月期 73,443  1,313  1,389  

 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 331 0.8 10.84  

17年９月中間期 328 △24.0 11.15  

18年３月期 686  22.08  

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 30,580,256株 17年9月中間期 29,479,147株 18年3月期  29,496,060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 42,026 14,446 34.4 453.34  

17年９月中間期 38,424 12,985 33.8 439.92  

18年３月期 39,835 13,541 34.0 457.67  

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 31,865,979株 17年9月中間期 29,518,037株 18年3月期 29,510,359株

②期末自己株式数 18年9月中間期 69,479株 17年9月中間期 771,530株 18年3月期 779,208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 74,920 1,560 740 

・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 8.00

19年３月期（実績） 4.00 －
8.00

19年３月期（予想） － 4.00
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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） 

比較増減 

 （△） 

前事業年度の 

 要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 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）         

流動資産         

 現金及び預金 4,274,888  6,618,378  2,343,490 5,318,821  

 受取手形 2,873,455  3,396,162  522,706 3,294,204  

 売掛金 17,242,793  17,238,240  △4,553 17,174,240  

 たな卸資産 4,772,289  5,181,102  408,812 4,470,240  

 未収消費税等 7,545  39,831  32,286 52,187  

 繰延税金資産 294,186  339,142  44,955 352,967  

 その他 631,752  636,541  4,788 648,857  

 貸倒引当金 △18,600  △6,400  12,200 △19,000  

 流動資産合計 30,078,311 78.3 33,442,998 79.6 3,364,687 31,292,519 78.6

固定資産         

 有形固定資産         

  建物 1,320,467  1,179,591  △140,876 1,234,702  

  土地 997,868  996,478  △1,390 997,868  

その他 563,426  399,443  △163,982 408,464  

計 2,881,763 7.5 2,575,514 6.1 △306,249 2,641,035 6.6

 無形固定資産          

  無形固定資産 380,279  283,579  △96,700 382,836  

計 380,279 1.0 283,579 0.7 △96,700 382,836 1.0

 投資その他の資産         

  投資有価証券 4,131,287  4,750,068  618,781 4,545,937  

  その他 1,038,437  1,048,207  9,770 1,047,502  

  貸倒引当金 △85,561  △73,852  11,709 △73,950  

計 5,084,163 13.2 5,724,424 13.6 640,260 5,519,488 13.8

  固定資産合計 8,346,206 21.7 8,583,517 20.4 237,311 8,543,360 21.4

  資産合計 38,424,517 100.0 42,026,516 100.0 3,601,998 39,835,879 100.0
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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） 

比較増減 

 （△） 

前事業年度の 

 要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 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）         

流動負債         

 支払手形 762,173  838,512  76,338 742,809  

 買掛金 13,231,161  15,855,599  2,624,438 13,653,017  

 短期借入金 2,630,000  2,630,000  － 2,630,000  

返済期限一年以内の 
長期借入金 

400,000  300,000  △100,000 300,000  

 未払法人税等 212,339  455,484  243,145 481,380  

 賞与引当金 450,700  465,377  14,677 446,366  

 その他 595,123  739,509  144,386 659,291  

 流動負債合計 18,281,497 47.6 21,284,483 50.6 3,002,985 18,912,864 47.5

固定負債         

 社債 4,950,000  4,114,000  △836,000 4,950,000  

 長期借入金 1,250,000  950,000  △300,000 1,100,000  

 繰延税金負債 280,894  333,222  52,327 379,002  

 退職給付引当金 553,134  519,087  △34,047 546,634  

 役員退職慰労引当金 118,062  132,438  14,375 125,687  

 リース資産減損勘定 －  193,134  193,134 225,118  

 その他 5,416  54,128  48,712 55,517  

 固定負債合計 7,157,507 18.6 6,296,011 15.0 △861,496 7,381,960 18.5

 負債合計 25,439,005 66.2 27,580,494 65.6 2,141,488 26,294,825 66.0

         

（資本の部）         

資本金 2,870,496  －  － 2,870,496  

資本剰余金         

 資本準備金 2,775,533  －  － 2,775,533  

 その他資本剰余金        

  自己株式処分差益 9,903  －  － 9,975  

 資本剰余金合計 2,785,437  －  － 2,785,509  

利益剰余金         

 利益準備金 570,900  －  － 570,900  

 任意積立金 5,031,000  －  － 5,031,000  

中間（当期）未処分 
利益 

888,103  －  － 1,127,735  

 利益剰余金合計 6,490,004  －  － 6,729,636  

その他有価証券評価差
額金 

1,061,141  －  － 1,379,970  

自己株式 △221,566  －  － △224,558  

 資本合計 12,985,512 33.8 － － － 13,541,053 34.0

 負債資本合計 38,424,517 100.0 － － － 39,835,879 100.0
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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） 

比較増減 

 （△） 

前事業年度の 

 要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 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）         

株主資本         

 資本金 －  3,161,819  － －  

 資本剰余金        

 資本準備金 －  3,065,210  － －  

 その他資本準備金 －  56,262  － －  

 資本剰余金合計 －  3,121,472  － －  

 利益剰余金        

 利益準備金 －  570,900  － －  

 その他利益剰余金        

 別途積立金 －  5,431,000  － －  

 繰越利益剰余金 －  906,089  － －  

 利益剰余金合計 －  6,907,990  － －  

 自己株式 －  △21,843  － －  

 株主資本合計 －  13,169,438  － －  

評価・換算差額等         

 その他有価証券評価
差額金 

－  1,276,583  － －  

 評価・換算差額等
合計 

－  1,276,583  － －  

 純資産合計 － － 14,446,022 34.4 － － －

 負債及び純資産合計 － － 42,026,516 100.0 － － －
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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）

 比較増減 

 （△） 

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 金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円）
百分比 
（％） 

 金額（千円）
百分比 
（％） 

売上高 35,822,629 100.0 37,242,982 100.0 1,420,352 73,443,024 100.0

売上原価 32,142,139 89.7 33,026,517 88.7 884,377 65,765,061 89.5

 売上総利益 3,680,490 10.3 4,216,465 11.3 535,975 7,677,962 10.5

販売費及び一般管理費 3,155,563 8.8 3,168,160 8.5 12,597 6,364,254 8.7

 営業利益 524,927 1.5 1,048,305 2.8 523,377 1,313,708 1.8

営業外収益 196,674 0.5 192,588 0.5 △4,086 339,883 0.5

営業外費用 136,419 0.4 138,430 0.3 2,010 263,883 0.4

 経常利益 585,181 1.6 1,102,463 3.0 517,281 1,389,707 1.9

特別利益 27,970 0.1 2,277 0.0 △25,692 316,144 0.4

特別損失 34,495 0.1 301,961 0.8 267,466 453,189 0.6

税引前中間（当期）純利
益 

578,656 1.6 802,778 2.2 224,122 1,252,663 1.7

法人税、住民税及び事業税 235,200 0.7 436,000 1.2 200,800 731,000 1.0

法人税等調整額 14,808 0.0 35,383 0.1 20,574 △164,688 △0.2

 中間（当期）純利益 328,648 0.9 331,395 0.9 2,747 686,352 0.9

前期繰越利益 559,455  －  － 559,455  

中間配当額 －  －  － 118,072  

中間（当期）未処分利益 888,103  －  － 1,127,735  
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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） 

 （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。 

 

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 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

       （千円） 
2,870,496 2,775,533 9,975 2,785,509 570,900 5,031,000 1,127,735 6,729,636 △224,558 12,161,083

中間会計期間中の変動額           

新株の発行 291,322 289,676   289,676           580,999

別途積立金の積立(注)           400,000 △400,000 －   － 

剰余金の配当(注)             △118,041 △118,041   △118,041

役員賞与(注)             △35,000 △35,000   △35,000

中間純利益             331,395 331,395   331,395

自己株式の取得                △6,029 △6,029

自己株式の処分     46,286 46,286         208,744 255,030

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） 
291,322 289,676 46,286 335,963 － 400,000 △221,645 178,354 202,714 1,008,354

平成18年９月30日 残高 

      （千円） 
3,161,819 3,065,210 56,262 3,121,472 570,900 5,431,000 906,089 6,907,990 △21,843 13,169,438

 

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） 
1,379,970 1,379,970 13,541,053

中間会計期間中の変動額    

新株の発行     580,999

別途積立金の積立(注)     － 

剰余金の配当(注)     △118,041

役員賞与(注)     △35,000

中間純利益     331,395

自己株式の取得     △6,029

自己株式の処分     255,030

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△103,386 △103,386 △103,386

中間会計期間中の変動額 

合計      （千円） 
△103,386 △103,386 904,968

平成18年９月30日 残高 

       （千円） 
1,276,583 1,276,583 14,446,022
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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 
  

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 満期保有目的の債券 

   償却原価法（利息法） 

② 子会社株式 

   移動平均法による原価法 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算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しております。） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(2）デリバティブ 

時価法 

(3）たな卸資産 

① 商品、原材料及び貯蔵品      先入先出法による原価法 

② 製品及び仕掛品 

プリント配線板関係       総平均法による原価法 

電子機器関係及びソフト関係   個別法による原価法 

  

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。 

建物及び構築物      ８～50年 

機械装置及び車両運搬具  ４～22年 

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 ただし、ソフトウェアについては市場販売目的のものは原則３年以内の見込販売数量等に基づく償却額と原則

３年以内の残存有効期間に基づく均等配分額を比較しいずれか大きい額を計上し、自社利用のものについては原

則として社内における利用可能期間（５年以内）による定額法によっております。 

  

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、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、回収不能見込額を計上しております。 

(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、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 

(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。 

 数理計算上の差異については、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することとしております。 

(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、内規に基づく中間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。 
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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。 

  

６．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。 

 また、金利スワップについては、特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用しております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

(3）ヘッジ方針 

 当社では為替予約取引は通常の営業取引に係る為替リスク回避の目的で実需の範囲内で利用し、金利スワップ取

引については、金利変動リスクを回避する目的のために利用しております。 

(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することとしております。 

 ただし、当社ヘッジ対象の金利スワップは特例処理の要件を充たしているので中間決算日における有効性の評価

を省略しております。 

 また、当社が利用している為替予約は、リスク管理方針に従い実需取引により実行しており、予約した段階でそ

の後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので中間決算日における有効性の評価を省略してお

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 

消費税等の会計処理 

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。 

  

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  
  

（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14,446,022千円であります。 

 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。 

  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建金銭債権債務 

金利スワップ 借入利息 
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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 

6,255,473千円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,305,786千円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,317,616千円 

２ 担保資産及び担保付債務 

(1）工場財団 

２ 担保資産及び担保付債務 

(1）工場財団 

２ 担保資産及び担保付債務 

(1）工場財団 

建物 354,342千円

構築物 22,805 

機械及び装置 94,573 

工具器具備品 755 

土地 18,369 

計 490,846 

建物 268,923千円

構築物 20,650 

機械及び装置 93,648 

工具器具備品 755 

土地 18,369 

計 402,347 

建物 281,017千円

構築物 21,629 

機械及び装置 94,398 

工具器具備品 755 

土地 18,369 

計 416,170 

(2）その他 (2）その他 (2）その他 

建物 100,362千円

土地 377,184 

計 477,546 

建物 92,817千円

土地 377,184 

計 470,001 

建物 96,272千円

土地 377,184 

計 473,456 

 上記(1)、(2)については、長期及び短

期借入金1,350,000千円の担保に供して

おります。 

 上記(1)、(2)については、長期及び短

期借入金1,350,000千円の担保に供して

おります。 

 上記(1)、(2)については、長期及び短

期借入金1,350,000千円の担保に供して

おります。 

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

債務保証 債務保証 債務保証 

 次の子会社の債務に対して、保証を行っ

ております。 

福島協栄㈱ 

㈱協栄システム 

KYOEI ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD 

一括支払信託債務に対
する併存的債務引受 

360,680千円

一括支払信託債務に対
する併存的債務引受 

18,366 

借入債務 239,325 

仕入債務 1,048,149 

計 1,287,474 

債務保証合計 1,666,521 

 次の子会社の債務に対して、保証を行っ

ております。 

福島協栄㈱ 

㈱協栄システム 

協栄マリンテクノロジ㈱ 

KYOEI ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD 

一括支払信託債務に対
する併存的債務引受 

416,393千円

一括支払信託債務に対
する併存的債務引受 

143,952 

一括支払信託債務に対
する併存的債務引受 

43,911 

借入債務 648,164 

仕入債務 1,085,554 

計 1,733,719 

債務保証合計 2,337,975 

 次の子会社の債務に対して、保証を行っ

ております。 

福島協栄㈱ 

㈱協栄システム 

KYOEI ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD 

一括支払信託債務に対
する併存的債務引受 

359,516千円

一括支払信託債務に対
する併存的債務引受 

56,820 

借入債務 142,350 

仕入債務 1,440,309 

計 1,582,659 

債務保証合計 1,998,996 

４ 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、流動資産の未収消費税等として表示

してあります。 

４ 消費税等の取扱い 

   同左 

４ 消費税等の取扱い 

   同左 

５ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行８行と当座貸越契約及び取引

銀行５行と貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

５ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

   同左 

５ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行８行と当座貸越契約及び取引

銀行５行と貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 

11,055,000千円

借入実行残高 2,630,000 

差引額 8,425,000 

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 

11,055,000千円

借入実行残高 2,630,000 

差引額 8,425,000 

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 

11,055,000千円

借入実行残高 2,630,000 

差引額 8,425,000 

６       ───── ６ 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が金融機関の休

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、次のとおりであります。 

 受取手形 260,878千円

 支払手形 166,333 

６       ───── 
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（中間損益計算書関係） 

（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 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加12千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少722千株は、新株予約権付社債の行使による減少722千株、売却による減

少0千株であります。 

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 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 118,941千円

無形固定資産 71,558 

投資その他の資産 1,848 

有形固定資産 77,421千円

無形固定資産 91,715 

投資その他の資産 2,268 

有形固定資産 238,522千円

無形固定資産 156,837 

投資その他の資産 3,793 

２ 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。 

 当社は、事業資産においては管理会計上

の区分を基準に、遊休資産においては個別

物件単位で、また、本社・福利厚生施設等

に関しては共用資産として、資産のグルー

ピングを行っております。 

 その結果、時価が著しく下落している遊

休資産について、当該資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（4,228千円）として特別損失に計上

いたしました。 

 なお、回収可能価額の算定にあたって

は、路線価及び固定資産評価額等に基づく

正味売却価額により算定しております。 

場所 用途 種類 その他 

北海道上川

郡鷹栖町 
遊休  山林  ─ 

２       ───── ２ 減損損失 

(1）資産のグルーピングの方法 

 当社グループは、事業資産においては管理

会計上の区分を基準に、遊休資産においては

個別物件単位で、また、本社・福利厚生施設

等に関しては共用資産として、資産のグルー

ピングを行っております。 

(2）減損損失を認識した資産グループ及び減損

損失計上額、資産種類ごとの内訳 

(3）減損損失の認識に至った経緯 

 プリント製造事業につきましては、損益改

善のため高付加価値品や試作短納期品の比重

を増加させるべく営業体制の強化や生産体制

の見直しを実施してまいりましたが、業績の

回復には今しばらく時間を要するため、製造

設備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（400,236千

円）として特別損失に計上いたしました。 

 また、時価が著しく下落している遊休資産

について、当該資産の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

（4,228千円）として特別損失に計上いたし

ました。 

(4）回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額の算定にあたっては、正味売

却価額により測定しており、建物については

固定資産税評価額を合理的に調整した価額、

土地については路線価及び固定資産税評価額

に基づき評価しており、機械及び装置につい

ては残存価額に基づき評価しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

神奈川県

相模原市 

製造設備 建物 59,118 

機械及び

装置 
115,999 

リース 225,118 

小計 400,236 

北海道上

川郡鷹栖

町 

遊休資産 土地 4,228 

    合計 404,465 

  
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）１，２ 779 12 722 69 

     合計 779 12 722 69 
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① リース取引 

② 有価証券 

 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で時価のあるものはありませ

ん。 

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) 

機械及
び装置 

1,214,172 607,331 606,841 

その他 430,632 340,348 90,283 

合計 1,644,805 947,679 697,125 

 
取得価額 
相当額 

(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(千円) 

減損損失
累計額 
相当額 

(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 

(千円) 

機械及び

装置 
1,142,007 658,089 225,118 258,798

その他 296,083 121,804 － 174,278

合計 1,438,090 779,894 225,118 433,077

 
取得価額 
相当額 

(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(千円) 

減損損失
累計額 
相当額 

(千円) 

期末残高 
相当額 

(千円) 

機械及び

装置 
1,243,462 706,694 225,118 311,650

その他 538,291 326,262 － 212,029

合計 1,781,754 1,032,956 225,118 523,679

(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        218,957千円

１年超 502,833 

合計 721,790 

１年内 218,068千円

１年超 464,695 

合計 682,763 

１年内    231,322千円

１年超 543,560 

合計 774,882 

 リース資産減損勘定
の残高  

193,134 リース資産減損勘定
の残高  

225,118 

(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、支払利息相

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、支払利息相

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、支払利息相

当額及び減損損失 

支払リース料 160,439千円

減価償却費相当額 146,988 

支払利息相当額 12,471 

支払リース料 137,857千円

リース資産減損勘定
の取崩額 31,984 

減価償却費相当額 126,315 

支払利息相当額 11,798 

減損損失 － 

支払リース料    301,130千円

リース資産減損勘定
の取崩額 － 

減価償却費相当額 272,742 

支払利息相当額 27,538 

減損損失 225,118 

(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 

（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。 
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