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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 10 日 
上 場 会 社 名        朝日工業株式会社                  上場取引所        ＪＱ 
コ ー ド 番 号         ５４５６                           本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www.  asahi-kg.co.jp ） 
代  表  者 役 職 名 代表取締役社長      氏名 赤松 清茂 
問合せ先責任者 役 職 名 常務取締役管理本部長   氏名 中村 紀之   ＴＥＬ（03）3987－2161 
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 12 日 
単元株制度採用の有無            無   
 
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 

20,295  （△6.0） 

21,588  （ 18.1） 

2,408 （△40.1） 

4,022  （ 90.2） 

2,371 （△39.5） 

3,918  （ 95.2） 

18年 3月期 43,814  （ 11.0） 7,251  （ 38.0） 7,080  （ 40.8） 
 
 

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 

1,355 （△41.3） 
2,310  （176.4） 

18,826  94 
37,719  26 

18年３月期 4,132  （ 64.6） 62,046  60 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数  18 年９月中間期 72,000 株  17 年９月中間期 20,415 株  18 年３月期 66,608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 

④当社は、平成 18 年１月 11 日付で１株につき３株の株式分割を行いました。平成 17 年９月中間期の１株当たり中
間純利益は、平成 17 年４月１日に分割が行われたものとして算出しております。また、前事業年度の１株当たり
情報は、当該株式分割が前期首に行われたと仮定して算出しております。 

 
(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 

28,680 
26,951 

14,434 
11,574 

50.3 
42.9 

200,482  14
160,756  40 

18 年３月期 28,428 13,431 47.2 186,551  06
(注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期  72,000 株   17 年９月中間期  24,000 株   18 年３月期  72,000 株 
   ②期末自己株式数  18 年９月中間期    －株  17 年９月中間期    －株  18 年３月期     －株 

③当社は、平成 18 年１月 11 日付で１株につき３株の株式分割を行いました。平成 17 年９月中間期の１株当たり
純資産は、平成 17 年４月１日に分割が行われたものとして算出しております。また、前事業年度の１株当たり
情報は、当該株式分割が前期首に行われたと仮定して算出しております。  

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 44,000 4,800 2,700 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 37,500 円 00 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 1,666.67 3,400.00 
普通 1,700.00 
記念 1,700.00 

5,066.67 

19 年３月期（実績） 1,700.00 ─ 

19 年３月期（予想） ─ 3,400.00 
5,100.00 

(注)①当社は、平成18年１月11日付で１株につき３株の株式分割を行いました。平成18年３月期の１株当たり配当金は、

平成17年４月１日に分割が行われたものとして算出しております。 

※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

後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 



 - 38 -

６．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  3,720,916 2,372,172 3,084,244 

２．受取手形 ※4 546,139 802,606 733,606 

３．売掛金  5,749,640 6,281,466 5,888,476 

４．たな卸資産  4,428,838 5,190,655 4,831,776 

５．繰延税金資産  258,660 260,695 302,843 

６．その他  520,861 1,596,180 1,595,473 

貸倒引当金  △2,630 △2,140 △2,000 

流動資産合計  15,222,426 56.5 16,501,636 57.5 16,434,421 57.8

Ⅱ 固定資産   

１.有形固定資産   

(1)建物 ※1,2 2,310,117 2,373,293 2,386,520 

(2)機械及び装置 ※1,2 4,162,742 4,358,140 4,453,552 

(3)土地 ※2 2,152,379 2,152,379 2,152,379 

(4)その他 ※1,2 1,005,128 1,057,087 829,375 

有形固定資産合計  9,630,368 35.7 9,940,901 34.7 9,821,828 34.5

２.無形固定資産  172,399 0.6 159,730 0.5 186,018 0.7

３.投資その他の資産   

(1)投資有価証券  1,403,180 1,424,834 1,260,315 

(2)その他  505,988 646,124 713,855 

貸倒引当金  △5,640 △4,086 △4,366 

投資その他の資産合計  1,903,528 7.1 2,066,872 7.2 1,969,804 6.9

固定資産合計  11,706,296 43.4 12,167,504 42.4 11,977,651 42.1

Ⅲ 繰延資産  22,707 0.1 11,817 0.1 16,178 0.1

資産合計  26,951,430 100.0 28,680,959 100.0 28,428,251 100.0
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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（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．支払手形 ※4 1,436,102 1,677,755 1,493,505 

２．買掛金  4,403,737 5,515,197 5,133,750 

３．短期借入金 ※2 850,000 220,000 180,000 

４．1年以内返済予定の長期

借入金 
※2 1,859,215 1,239,640 1,537,640 

５．1年以内償還予定の社債  80,000 80,000 80,000 

６．未払法人税等  1,660,507 888,512 1,347,143 

７．賞与引当金  292,132 408,796 397,367 

８．その他 ※4,5 1,524,470 2,011,637 1,835,130 

流動負債合計  12,106,165 44.9 12,041,539 42.0 12,004,537 42.2

Ⅱ 固定負債   

１．社債  320,000 240,000 280,000 

２．長期借入金 ※2 1,706,440 716,800 1,314,120 

３．長期預り金  ─ 540 ─ 

４．繰延税金負債  242,473 273,687 302,480 

５．退職給付引当金  766,960 886,237 872,657 

６．役員退職慰労引当金  234,930 87,440 222,780 

固定負債合計  3,270,803 12.2 2,204,705 7.7 2,992,037 10.5

負債合計  15,376,969 57.1 14,246,244 49.7 14,996,575 52.8

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  2,190,000 8.1 ─ ─ 2,190,000 7.7

Ⅱ 資本剰余金   

１.資本準備金  1,802,000 ─ 1,802,000 

資本剰余金合計  1,802,000 6.7 ─ ─ 1,802,000 6.3

Ⅲ 利益剰余金   

１.利益準備金  52,603 ─ 52,603 

２.任意積立金  943,347 ─ 943,347 

３.中間（当期）未処分利益  6,323,593 ─ 8,026,276 

利益剰余金合計  7,319,543 27.1 ─ ─ 9,022,227 31.7

 Ⅳ その他有価証券評価差額金  262,917 1.0 ─ ─ 417,449 1.5

資本合計  11,574,461 42.9 ─ ─ 13,431,676 47.2

負債資本合計  26,951,430 100.0 ─ ─ 28,428,251 100.0
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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） 

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  ─ ─ 2,190,000 7.6 ─ ─

２．資本剰余金   

(1)資本準備金  ─ 1,802,000 ─ 

資本剰余金合計  ─ ─ 1,802,000 6.3 ─ ─

３．利益剰余金   

(1)利益準備金  ─ 52,603 ─ 

(2)その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金  ─ 727,391 ─ 

特別償却準備金  ─ 2,763 ─ 

別途積立金  ─ 200,000 ─ 

繰越利益剰余金  ─ 9,150,209 ─ 

利益剰余金合計  ─ ─ 10,132,967 35.3 ─ ─

株主資本合計  ─ ─ 14,124,967 49.2 ─ ─

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額

金 
 ─ ─ 309,747 1.1 ─ ─

評価・換算差額等合計  ─ ─ 309,747 1.1 ─ ─

純資産合計  ─ ─ 14,434,714 50.3 ─ ─

負債純資産合計  ─ ─ 28,680,959 100.0 ─ ─
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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）

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） 

構成比
（％） 金額（千円） 

構成比
（％） 金額（千円） 

構成比
（％）

Ⅰ 売上高  21,588,965 100.0 20,295,438 100.0 43,814,883 100.0

Ⅱ 売上原価  14,813,412 68.6 15,087,393 74.3 30,829,873 70.4

売上総利益  6,775,552 31.4 5,208,045 25.7 12,985,009 29.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,753,157 12.8 2,799,931 13.8 5,733,046 13.1

営業利益  4,022,394 18.6 2,408,114 11.9 7,251,962 16.5

Ⅳ 営業外収益 ※1 24,808 0.1 45,935 0.2 55,012 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※2 128,682 0.6 82,843 0.4 226,300 0.5

経常利益  3,918,521 18.1 2,371,206 11.7 7,080,674 16.1

Ⅵ 特別利益 ※3 1,712 0.0 140 0.0 3,626 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4 53,842 0.2 69,057 0.4 169,376 0.4

税引前中間（当期）純利

益 
 3,866,390 17.9 2,302,288 11.3 6,914,923 15.7

法人税、住民税及び事業

税 
 1,615,190 7.5 862,190 4.2 2,927,380 

法人税等調整額  △58,915 △0.3 84,558 0.4 △145,255 

中間（当期）純利益  2,310,116 10.7 1,355,539 6.7 4,132,799 9.4

前期繰越利益  4,013,476 ─ 4,013,476 

中間配当額  ─ ─ 120,000 

中間（当期）未処分利益  6,323,593 ─ 8,026,276 
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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）         （単位：千円未満切捨） 

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 
資本 

剰余金合計

利益 

準備金
固定資産

圧縮積立金

特別償却 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

平成 18 年３月 31 日残高 2,190,000 1,802,000 1,802,000 52,603 739,202 4,144 200,000 8,026,276

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取

崩し(注) 
 △11,811   11,811

特別償却準備金の取崩し

(注) 
 △1,381  1,381

剰余金の配当(注)    △244,800

中間純利益    1,355,539

株主資本以外の項目の当

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 
 △11,811 △1,381  1,123,933

平成 18 年９月 30 日残高 2,190,000 1,802,000 1,802,000 52,603 727,391 2,763 200,000 9,150,209

 
株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 

 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

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 9,022,227 13,014,227 417,449 417,449 13,431,676 

中間会計期間中の変動額   

固定資産圧縮積立金の取

崩し(注) 
─ ─ ─ 

特別償却準備金の取崩し

(注) 
─ ─ ─ 

剰余金の配当(注) △244,800 △244,800 △244,800 

中間純利益 1,355,539 1,355,539 1,355,539 

株主資本以外の項目の当

中間会計期間中の変動額 

(純額) 

 △107,702 △107,702 △107,702 

中間会計期間中の変動額合

計 
1,110,739 1,110,739 △107,702 △107,702 1,003,037 

平成 18 年９月 30 日残高 10,132,967 14,124,967 309,747 309,747 14,434,714 

(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 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

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）を採用しておりま

す。 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

(1)有価証券 

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 

同  左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同  左 

 

(1)有価証券 

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 

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）を採用しております。

 

 

時価のないもの 

同  左 

 

 (2)デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

 

(2)デリバティブ 

同  左 

 

(2)デリバティブ 

同  左 

 

 (3)たな卸資産 

月別総平均法による原価

法を採用しております。 

 

(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 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物 

25年～55年 

機械及び装置 

10年～14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、自社利用のソフトウェ

アについては社内における

見込利用可能期間（5年）に

よる定額法を採用しており

ます。 

 

(2)無形固定資産 

同  左 

 

(2)無形固定資産 

同  左 

３．繰延資産の処理方法 (1)新株発行費 

３年間で均等償却してお

ります。 

 

(1)新株発行費 

同  左 

 

(1)新株発行費 

同  左 

 

 

 (2)社債発行費 

３年間で均等償却してお

ります。 

 

(2)社債発行費 

同  左 

 

(2)社債発行費 

同  左 

 

 



 - 44 -

 

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．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒

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

能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

従業員に支給する賞与に

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、期末日における退職

給付債務および年金資産の

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

は、15年（確定拠出年金制度

および前払退職金制度への

移行対象者以外は、制度導入

時の平均残存勤務見込年数

(6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、発生時の

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数（15年）によ

る按分額を費用処理してお

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

内の一定年数(5年)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

中間会計期末要支給額を計

上しております。 

 

(1)貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同  左 

 

 

 

(3)退職給付引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

同  左 

 

(1)貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員に支給する賞与に

充てるため、支給見込額の当

事業年度の負担額を計上し

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、期末日における退職

給付債務および年金資産の

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

は、15年（確定拠出年金制度

および前払退職金制度への

移行対象者以外は、制度導入

時の平均残存勤務見込年数

(6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、発生時の

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数（15年）によ

る按分額を費用処理してお

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

内の一定年数(5年)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

期末要支給額を計上してお

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 
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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）

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお、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。 

 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象

とヘッジ手段は以下のとお

りであります。 

ヘッジ手段･金利スワップ 

ヘッジ対象･借入金 

 

 

(3)ヘッジ方針 

金利リスク低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを

行っております。 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本と

ヘッジ対象の元本は金額・契

約期間とも一致しており、金

利スワップ特例処理の要件

に該当すると判断されるた

め、当該判定をもって有効性

の判定に代えております。 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用し

ております。また、為替変動

リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしてい

る場合には振当処理を、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。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象

とヘッジ手段は以下のとお

りであります。 

ヘッジ手段･金利スワップ、

      為替予約 

ヘッジ対象･借入金、買掛金

 

(3)ヘッジ方針 

金利リスクの低減ならび

に為替の変動リスクを管理

する目的として、対象債務の

範囲内でヘッジを行ってお

ります。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引は、ヘッ

ジ手段の想定元本とヘッジ

対象の元本が金額、契約期間

とも一致しており、金利スワ

ップ特例処理の要件に該当

すると判断されるため、当該

判定をもって有効性の判定

に代えております。また、為

替予約取引は、外貨建による

同一金額、同一期日の予約を

振当てているため、その後の

為替変動による相関関係は

完全に確保されているので、

決算日における有効性の評

価は省略しております。 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘ

ッジ手段は以下のとおりで

あります。 

ヘッジ手段･金利スワップ、

      為替予約 

ヘッジ対象･借入金、買掛金

 

(3)ヘッジ方針 

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 

(1)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 

(1)消費税等の会計処理 

同  左 

 

(1)消費税等の会計処理 

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17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

───── 

 

 

（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14,434,714千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間財務

諸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 

14,666,658千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

14,937,936千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

14,794,394千円

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおり

であります。 

建物    2,250,146千円(1,965,773) 

構築物    415,759  ( 409,470) 

機械装置  4,161,957  (4,161,957) 

工具器具備品 123,987  ( 120,796) 

土地    2,029,867  (2,027,841) 

────────────────── 
計    8,981,718  (8,685,838) 

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金  590,000千円( 590,000) 

長期借入金(1年以内返済予定) 

       1,859,215   (1,839,215) 

長期借入金 1,706,440   (1,626,440) 

────────────────── 
計    4,155,655   (4,055,655) 

 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並

びに当該債務を示しております。 

 

３．保証債務 

銀行借入に対する債務保証 

上武産業株式会社    287,160千円 

上武ｴｺ・ｸﾘｰﾝ株式会社  56,400 

日本ヨルダン肥料株式会社 

(1,322千US＄) 149,662 

従業員         21,420 

────────────────── 
計         514,642 

 

※２．担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおり

であります。 

建物    1,883,260千円(1,609,076)

構築物    371,239  ( 367,696)

機械装置  3,874,412  (3,874,412)

工具器具備品 127,336  ( 124,165)

土地      535,317  (  533,291)

────────────────── 
計    6,791,566  (6,508,643)

 

担保付債務は次のとおりであります。

 

長期借入金(1年以内返済予定） 

       1,239,640   (1,219,640)

長期借入金  716,800   (  656,800)

────────────────── 
計   1,956,440   (1,876,440)

 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当な

らびに当該債務を示しております。 

 

３．保証債務 

銀行借入に対する債務保証 

上武産業株式会社   110,000千円

日本ヨルダン肥料株式会社 

( 661千US＄)   77,944 

JOHNSON ASAHI PTY.LTD. 

        (  500千A＄)   44,025 

従業員         17,793 

────────────────── 
計         249,763 

 

※２．担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおり

であります。 

建物    1,890,884千円(1,611,605)

構築物    370,891  ( 367,256)

機械装置  3,947,064  (3,947,064)

工具器具備品 121,584  ( 118,414)

土地     535,317  ( 533,291)

────────────────── 
計    6,865,742  (6,577,633)

 

担保付債務は次のとおりであります。

 

長期借入金(1年以内返済予定） 

       1,537,640  (1,517,640)

長期借入金 1,314,120  (1,244,120)

────────────────── 
計    2,851,760  (2,761,760)

 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

ならびに当該債務を示しております。

 

３．保証債務 

銀行借入に対する債務保証 

上武産業株式会社   152,000千円

上武ｴｺ・ｸﾘｰﾝ株式会社   3,000 

日本ヨルダン肥料株式会社 

( 991千US＄) 116,491 
JOHNSON ASAHI PTY.LTD. 

(1,500千A＄) 126,075 

従業員        20,308 

────────────────── 
計       417,874 

 

※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、手形交換日を持って

決済処理しております。当中間会

計期間の末日は金融機関の休日で

あったため次の満期手形が期末残

高に含まれております。 

受取手形    187,078千円 

支払手形    424,443 

設備支払手形  118,136 

 

※４．    ───── 

※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、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の｢その他｣

に含めて表示しております。 

 

※５．消費税等の取扱い 

同  左 

※５．    ───── 

 



 - 48 -

（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．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       1,174千円 

有価証券利息     2,019 

受取配当金      1,755 

仕入割引       8,538 

賃貸料収入      3,996 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       9,561千円

受取配当金      11,837 

仕入割引       6,774 

賃貸料収入      3,846 

 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       7,992千円

有価証券利息     3,465 

受取配当金      1,841 

賃貸料収入      8,160 

仕入割引      16,333 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息       76,385千円 

売上割引       40,073 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      32,583千円

売上割引      38,443 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      121,773千円

売上割引      80,415 

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益   1,712千円 

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益     140千円

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益   3,616千円

 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損   52,918千円 

投資有価証券評価損   924 

 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損   67,832千円

固定資産売却損    1,224 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損   139,954 

投資有価証券売却損 11,808 

ＰＣＢ処理費用    10,318 

本社移転費用     6,000 

投資有価証券評価損   1,295 

 

固定資産処分損の内訳は次のとお

りであります。 

固定資産処分損の内訳は次のとお

りであります。 

固定資産処分損の内訳は次のとお

りであります。 

建物         1,024千円 

構築物         480 

機械及び装置     48,870 

車輌及び運搬具      74 

工具器具及び備品   2,468 

 

建物         3,907千円

機械及び装置    52,295 

その他       11,630 

 

建物        30,275千円

機械及び装置     74,779 

その他        34,899 

 

 固定資産売却損の内訳は次のとお

りであります。 

 

 建物         1,224千円

 

 

５．減価償却実施額 

有形固定資産     367,452千円 

無形固定資産      30,108 

 

５．減価償却実施額 

有形固定資産     385,441千円

無形固定資産     30,662 

 

５．減価償却実施額 

有形固定資産     750,811千円

無形固定資産      61,124 
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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 

該当事項はありません。 
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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） 

機械装置

及び車両 
143,802 38,090 105,711 

その他 42,221 20,093 22,128 

合計 186,023 58,183 127,840 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。 

 

 

 

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）

機械装置

及び車両
157,806 68,428 89,377

その他 31,880 15,413 16,467

合計 189,686 83,841 105,845

(注)   同  左 

 

 

 

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）

機械装置

及び車両
150,606 52,196 98,409

その他 41,120 20,098 21,021

合計 191,726 72,295 119,431

(注) 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

 

 

(2) 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 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内      35,480千円 

１年超      92,359 

────────────── 

 合計       127,840 

  

 

１年内      36,317千円 

１年超      69,528 

────────────── 

 合計       105,845 

  

 

１年内      35,987千円 

１年超      83,444 

────────────── 

 合計       119,431 

  

(注) 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に占め

る割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 

(注)   同  左 

 

(注) 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

定資産の期末残高に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

 

支払リース料   16,409千円 

減価償却費相当額 16,409 

  

 

支払リース料   19,341千円 

減価償却費相当額 19,341 

  

 

支払リース料   35,133千円 

減価償却費相当額 35,133 

  

(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 
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（有価証券関係） 
 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）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において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） 

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 482,269.22円 1株当たり純資産額 200,482.14円 １株当たり純資産額 186,551.06円 

1株当たり中間純利

益金額 

 

113,157.80円 

1株当たり中間純利

益金額 18,826.94円

1株当たり当期純利

益金額 

 

62,046.60円 

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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 

 

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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 

 当社は、平成18年1月11日付で、1株

につき３株の株式分割を行いました。

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期

間における1株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

 １株当たり純資産額  

           160,756.40円

 １株当たり当期純利 

 益金額        37,719.26円

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 

 当社は、平成18年1月11日付で、1株

につき３株の株式分割を行いました。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度に

おける1株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

 １株当たり純資産額  

           107,092.88円 

 １株当たり当期純利 

 益金額        42,967.55円 

 

 
 （注） 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） 

中間（当期）純利益（千円） 2,310,116 1,355,539 4,132,799 

普通株主に帰属しない金額（千円) ─ ─ ─ 

（うち利益処分による役員賞与金） (─) (─) (─) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
2,310,116 1,355,539 4,132,799 

期中平均株式数（株） 20,415 72,000 66,608 
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（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） 

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．株式の分割について 
平成 17年 12月６日開催の当社取締役会において、次のよ

うに株式分割による新株式発行を決議しております。 
(1)平成 18年１月 11日をもって普通株式１株につき３株に分
割します。 
①分割により増加する株式数 

普通株式 48,000株 
②分割方法 
平成 18年１月 10日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載又は記録された株主の所有株式数を、１株につき３株

の割合をもって分割します。 
(2)配当起算日 
平成 17年 10月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年

度における１株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定した

場合の当中間会計期間における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17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）

１株当たり純資産額 

160,756.40 円 

１株当たり中間純利益金額 

37,719.26 円 

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、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 

107,092.87 円 

１株当たり当期純利益金額 

42,967.55 円 

なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在

しないため記載しておりま

せん。 

 

２．株式の買収について 

平成 17 年 12 月８日開催の取締役会において、株式会社環

境科学コーポレーションの全株式を取得し、子会社化するこ

とを決議し、同日付で株式を取得いたしました。 

(1)その旨及び理由 

当該会社は、環境検査及び環境コンサルティング事業を行

っております。 

当社は環境業としての成長を図ることを目標にしており、

当社グループの既存事業と連携することによるシナジー効

果により、収益の拡大を図るため、株式取得による会社の買

収を致しました。 

(2)株式取得の相手先の名称 

株式会社ＢＭＬフード・サイエンス 

(3)買収する会社の事業内容、規模 

①事業内容  環境検査及び環境コンサルティング事業 

②規 模 

資本金 60 百万円 

売上高 ※ 711 百万円（平成 17 年３月 31 日現在）

総資産 1,002 百万円（平成 17 年３月 31 日現在）

株主資本 106 百万円（平成 17 年３月 31 日現在）

※当該会社は、平成 16 年 10 月１日付で、株式会社ＢＭＬフ

ード・サイエンスにより新設分社型会社分割の手法により

設立されました。売上高は、平成 16 年 10 月１日から平成

17 年３月 31 日までの金額を記載しております。 

(4)株式取得の時期  平成 17 年 12 月８日 

(5)取得する株式数、取得価額及び取得後の議決権比率 

取得する株式数 1,200 株

取得価額 193 百万円

取得後の議決権比率 100％ 

    ─────     ───── 

 
(2）【その他】 

該当事項はありません。 


