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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）金額は百万円未満を切り捨て

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 6,841 9.2 △53 － 46 △78.1

17年９月中間期 6,264 △14.6 122 △65.7 211 △47.4

18年３月期 12,672 80 271

中間（当期）純利益又は
中間（当期）純損失

１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △1,487 － △109 30

17年９月中間期 90 △61.0 7 79

18年３月期 64 5 38

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 13,610,514株 17年９月中間期 11,599,800株 18年３月期 12,056,589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 15,848 7,796 49.2 563 97

17年９月中間期 15,762 7,868 49.9 678 33

18年３月期 15,942 9,023 56.6 683 52

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 13,824,700株 17年９月中間期 11,599,800株 18年３月期 13,201,700株

②期末自己株式数 18年９月中間期 228株 17年９月中間期 200株 18年３月期 228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 14,000 200 △1,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△94円03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 5.00 5.00 10.00

19年３月期(実績) 5.00 －
10.00

19年３月期(予想) － 5.00

 

（注）業績予想につきましては、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、今後様々な要因によ

り予想数値と異なる可能性があります。
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６．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  1,445,505   1,162,565   1,646,298   

２　受取手形  562,063   1,206,748   849,250   

３　売掛金  2,330,355   2,574,374   2,277,249   

４　たな卸資産  4,422,958   4,187,031   4,246,206   

５　繰延税金資産  180,629   190,849   174,807   

６　その他  476,431   373,949   436,996   

流動資産合計   9,417,943 59.8  9,695,519 61.2  9,630,809 60.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  1,333,596   1,434,350   1,508,872   

(2）構築物  42,594   53,047   56,279   

(3）機械装置  342,731   283,925   307,014   

(4）車両運搬具  702   411   522   

(5）工具器具備品  626,629   540,231   626,643   

(6）土地  1,736,712   1,764,912   1,764,912   

(7）建設仮勘定  295,902   49,342   53,782   

有形固定資産合計   4,378,868 27.8  4,126,221 26.0  4,318,026 27.1

２　無形固定資産   98,469 0.6  95,662 0.6  99,263 0.6

３　投資その他の資産           

(1）繰延税金資産  327,957   382,337   348,222   

(2）その他  1,539,722   1,548,796   1,545,989   

投資その他の資産合
計

  1,867,679 11.8  1,931,133 12.2  1,894,212 11.9

固定資産合計   6,345,017 40.2  6,153,017 38.8  6,311,502 39.6

資産合計   15,762,960 100.0  15,848,536 100.0  15,942,312 100.0
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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  554,591   780,000   574,707   

２　買掛金  1,822,462   2,342,753   1,971,524   

３　短期借入金  1,930,000   1,430,000   1,630,000   

４ １年以内返済予定の
長期借入金

 541,600   500,850   535,350   

５　未払法人税等  108,450   26,694   27,935   

６　賞与引当金  192,390   209,229   178,214   

７　事業整理引当金 ※４ －   600,000   －   

８　たな卸資産時価評
価引当金

※５ －   400,000   －   

９　その他  302,643   223,662   275,317   

流動負債合計   5,452,137 34.6  6,513,188 41.1  5,193,049 32.6

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  805,350   604,500   840,800   

２　新株予約権付社債  800,000   －   －   

３　退職給付引当金  831,232   934,102   881,957   

４　新株予約権  5,698   －   2,849   

固定負債合計   2,442,280 15.5  1,538,602 9.7  1,725,606 10.8

負債合計   7,894,417 50.1  8,051,791 50.8  6,918,655 43.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,544,845 16.1  － －  3,156,847 19.8

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  2,615,662   －   3,224,809   

資本剰余金合計   2,615,662 16.6  － －  3,224,809 20.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  73,359   －   73,359   

２　任意積立金  2,062,724   －   2,062,724   

３　中間（当期）未処
分利益

 553,464   －   470,029   

利益剰余金合計   2,689,547 17.1  － －  2,606,113 16.4

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  18,714 0.1  － －  36,139 0.2

Ⅴ　自己株式   △227 △0.0  － －  △252 △0.0

資本合計   7,868,542 49.9  － －  9,023,656 56.6

負債・資本合計   15,762,960 100.0  － －  15,942,312 100.0
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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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  3,320,170 21.0  － －

２　資本剰余金           

 （１）資本準備金  －   3,387,658   －   

  資本剰余金合計   － －  3,387,658 21.4  － －

３　利益剰余金           

 （１）利益準備金  －   73,359   －   

 （２）その他利益剰余
金

          

     特別償却準備金  －   42,359   －   

     配当準備積立金  －   672,000   －   

     別途積立金  －   1,340,000   －   

   　中間未処理損失  －   △1,075,233   －   

   利益剰余金合計   － －  1,052,485 6.6  － －

４　自己株式   － －  △252 △0.0  － －

株主資本合計   － －  7,760,061 49.0  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  － －  28,930 0.2  － －

２　繰延ヘッジ損益   － －  7,754 0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  36,684 0.2  － －

純資産合計   － －  7,796,745 49.2  － －

負債純資産合計   － －  15,848,536 100.0  － －
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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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,264,302 100.0  6,841,256 100.0  12,672,325 100.0

Ⅱ　売上原価   4,065,565 64.9  4,867,565 71.2  8,254,820 65.1

売上総利益   2,198,736 35.1  1,973,691 28.8  4,417,505 34.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  2,075,848 33.1  2,026,723 29.6  4,337,117 34.3

営業利益又は営業
損失（△）

  122,888 2.0  △53,031 △0.8  80,387 0.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  116,804 1.9  118,218 1.7  243,565 1.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  28,145 0.5  18,930 0.2  52,589 0.4

経常利益   211,547 3.4  46,255 0.7  271,363 2.1

Ⅵ　特別損失 ※３  43,326 0.7  1,567,405 22.9  133,901 1.0

税引前中間(当期)
純利益又は中間(当
期)純損失(△)

  168,220 2.7  △1,521,150 △22.2  137,462 1.1

法人税、住民税　
及び事業税

 95,000   17,000   82,637   

法人税等調整額  △17,128 77,871 1.3 △50,530 △33,530 0.5 △10,087 72,549 0.6

中間（当期）純利
益又は中間(当期)
純損失(△)

  90,348 1.4  △1,487,619 △21.7  64,913 0.5

前期繰越利益   463,115   －   463,115  

中間配当金   －   －   57,999  

中間（当期）未処
分利益

  553,464   －   470,029  
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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
利益
準備金

その他利益
剰余金

合計

利益
剰余金
合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
3,156,847 3,224,809 73,359 2,532,754 2,606,113 △252 8,987,517

中間会計期間中の変動額       －

新株予約権の行使による

新株の発行
163,323 162,849     326,172

特別償却準備金の繰入

（注）
      －

特別償却準備金の取崩

（注）
      －

剰余金の配当（注）    △66,008 △66,008  △66,008

中間純損失    △1,487,619 △1,487,619  △1,487,619

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）
163,323 162,849  △1,553,627 △1,553,627  △1,227,455

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
3,320,170 3,387,658 73,359 979,126 1,052,485 △252 7,760,061

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
36,139 － 36,139 2,849 9,026,505

中間会計期間中の変動額

新株予約権の行使による

新株の発行
   △2,849 323,323

特別償却準備金の繰入

（注）
    －

特別償却準備金の取崩

（注）
    －

剰余金の配当（注）     △66,008

中間純損失     △1,487,619

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△7,208 7,754 545  545

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （千円）
△7,208 7,754 545 △2,849 △1,229,759

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
28,930 7,754 36,684 0 7,796,745
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 （その他剰余金の内訳）

特別償却
準備金

配当準備
積立金

別途積立金 繰越利益剰余金
その他利益剰余

金合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
50,724 672,000 1,340,000 470,029 2,532,754

中間会計期間中の変動額

新株予約権の行使による

新株の発行
    －

特別償却準備金の繰入

（注）
9,680   △9,680 －

特別償却準備金の取崩

（注）
△18,045   18,045 －

剰余金の配当（注）    △66,008 △66,008

中間純損失    △1,487,619 △1,487,619

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）
△8,365 － － △1,545,262 △1,553,627

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
42,359 672,000 1,340,000 △1,075,233 979,126

　（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　資産の評価基準および評

価方法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式および関連会社株式

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額等に基

づく時価法（評価差額は部分資

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

同左

　その他有価証券

　時価のあるもの

　決算期末日の市場価額等に基

づく時価法（評価差額は部分資

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）たな卸資産

　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな

卸資産

　移動平均法による原価法

（会計方針の変更）

「たな卸資産の評価に関する会

　計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日）が平成20年３

月31日以前に開始する会計年度に

係る財務諸表から適用で

きることになったことに伴い、当

中間会計期間から同会計基準を適

用しております。

　これにより税金等調整前中間純

損失は、400,000千円増加してお

ります。

(2）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

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法によって

おります。

　なお、耐用年数および残存価額

等については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっており

ます。

 

(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

　定額法によっております。

　ただし、自社利用のソフトウエ

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。

　なお、償却年数については、法

人税法に規定する方法と同一基準

によっております。

 

(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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

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）

３　引当金の計上基準 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間に対応する見積り額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当事業年度

に対応する見積り額を計上してお

ります。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支給に充て

るため、中間期末在籍従業員の退

職時に見込まれる退職給付支給予

測額を、予想支給日から中間期末

日現在まで割り引いた現在価値

（将来支給額予測現価方式）で計

上しております。

　なお、割引率は平均残存勤務期

間を考慮して、償還期間10年の国

債の直近５年間の利率の平均値で

ある1.25％（前中間会計期間は

1.25％）を適用しております。

　割引率変更による差異および数

理計算上の差異の発生額は発生会

計期間に一括費用処理しておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支給に充て

るため、期末在籍従業員の退職時

に見込まれる退職給付支給予測額

を、予想支給日から期末日現在ま

で割り引いた現在価値（将来支給

額予測現価方式）で計上しており

ます。

　なお、割引率は平均残存勤務期

間を考慮して、償還期間10年の国

債の直近５年間の利率の平均値で

ある1.25％（前事業年度は

1.25％）を適用しております。

　割引率変更による差異および数

理計算上の差異の発生額は発生年

度に一括費用処理しております。

４　外貨建の資産または負債

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。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算期末

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。

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。

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

　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

は以下の通りであります。

ａ．ヘッジ手段・・為替予約 

　ヘッジ対象・・原材料・商品輸

入による外貨建買入債務

ｂ．ヘッジ手段・・金利スワッ

プ  　　　　

　　　　

　　ヘッジ対象・・長期借入金 

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

　当会計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

下の通りであります。

ａ．ヘッジ手段・・為替予約 

　ヘッジ対象・・原材料・商品輸

入による外貨建買入債務

ｂ．ヘッジ手段・・金利スワッ

プ  　　　　

　　　　

　　ヘッジ対象・・長期借入金 
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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）

６　ヘッジ会計の方法 ３）ヘッジ方針

為替変動リスクおよび金利変動リ

スクを回避するためデリバティブ

取引を利用することを基本方針と

しております。

３）ヘッジ方針

同左

３）ヘッジ方針

同左

４）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変

動またはキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価しており

ます。

ただし、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

(1）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。

(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）

（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））および「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34,824千円減少しており

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規則等に基づき各

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）および「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7,788,991千円であります。

　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、

中間財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間財務諸表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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,118,025千円 3,293,505千円 3,206,893千円

２　保証債務等 ２　保証債務等 ２　保証債務等

（１）子会社借入金保証

被保証者 保証債務残高
被保証債務

の内容

モリテックス

香港有限公司

360,029千円

（23,970千香

港ドル）

設備資金の借

入れについて、

債務保証を行

なっておりま

す。

（１）子会社借入金保証

被保証者 保証債務残高
被保証債務

の内容

モリテックス

香港有限公司

326,760千円

（21,000千香

港ドル）

設備資金の借

入れについて、

債務保証を行

なっておりま

す。

（１）子会社借入金保証

被保証者 保証債務残高
被保証債務

の内容

モリテックス

香港有限公司

365,427千円

（23,470千香

港ドル）

設備資金の借

入れについて、

債務保証を行

なっておりま

す。

３　受取手形割引残高 1,287,030千円  ３　受取手形割引残高 632,293千円  ３　受取手形割引残高 931,221千円

※４

──────

※４　事業整理引当金

　　　事業採算の改善のためその他事業の商

　　品在庫を適正水準にするために見込まれ

　　る損失の見積額であります。

※４

──────

※５

──────

※５　たな卸資産時価評価引当金

　　「たな卸資産の評価に関する会計基

　　準」（企業会計基準第９号　平成18年７

　　月５日）を適用した結果、収益性の低下

　　による損失の見積額であります。

※５

──────

（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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 117千円

受取配当金    3,985千円

為替差益   44,965千円

研究開発補助金 40,051千円

仕入割引  2,784千円

  

受取利息 273千円

受取配当金 5,974千円

為替差益 70,010千円

研究開発補助金 16,095千円

仕入割引 128千円

経営指導料 17,921千円

受取利息 339千円

受取配当金 7,014千円

為替差益 97,134千円

研究開発補助金 80,245千円

仕入割引 3,595千円

経営指導料 32,143千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 15,504千円

手形等売却損  8,799千円

支払利息 13,826千円

手形等売却損 5,104千円

支払利息 28,194千円

手形等売却損 15,209千円

※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目

固定資産除却損 8,502千円

減損損失 34,824千円

固定資産除却損 721千円

減損損失 73,728千円

事業整理損  1,002,955千円

投資評価損  90,000千円

たな卸資産時価評価損  400,000千円

固定資産除却損 26,171千円

投資有価証券評価損 679千円

  

　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 210,790千円

無形固定資産 15,572千円

有形固定資産  195,831千円

無形固定資産 16,604千円

有形固定資産 439,038千円

無形固定資産 32,176千円
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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）

※５　減損損失

　当中間会計期間において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたしました。

※５　減損損失

　当中間会計期間において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたしました。

※５　減損損失

　　当連結会計年度において、当企業集団は以

下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。

場所 用途 種類

その他の事業

で全国展開し

ている営業拠

点

販売活動設備等

建物附属設備

(造作)および

店舗 賃借敷

金・保証金

場所 用途 種類

その他の事業

で全国展開し

ている営業拠

点

販売活動設備等

建物附属設備

(造作)および

店舗用工具器

具及び備品

場所 用途 種類

その他の事業

で全国展開し

ている営業拠

点

　販売活動設備

等

建物附属設備

(造作)および

店舗用備品、

賃借保証金

　事業用資産について各事業セグメント別の資

産グループが概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す最小の単位として、事業別の製造品

目別にグルーピングを行っております。

　事業用資産について各事業セグメント別の資

産グループが概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す最小の単位として、事業別の製造品

目別にグルーピングを行っております。

　　当企業集団は、事業用資産について各事業

セグメント別の資産グループが概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位と

して、事業別の製造品目別にグルーピングを

行っております。

　事業全般の効率性と採算性を向上させるため、

営業戦略を見直した結果、その他事業に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失として34,824千円を特別

損失に計上いたしました。その内訳は建物付属

設備20,348千円およびその他14,476千円であり

ます

　事業全般の効率性と採算性を向上させるため、

営業戦略を見直した結果、その他事業に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失として73,728千円を特別

損失に計上いたしました。その内訳は建物付属

設備38,344千円および、工具器具及び備品

35,384千円であります。

　　事業全般の効率性と採算性を向上させるた

め、営業戦略を見直した結果、その他事業に

係る資産グループの帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として

107,049千円を特別損失に計上いたしました。

その内訳は建物付属設備90,507千円およびそ

の他16,542千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能額は使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローは償還期間10年の国債の直近5年間の利率

の平均値である1.25%で割り引いて算定してお

ります。

　なお、当資産グループの回収可能額は使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローは償還期間10年の国債の直近5年間の利率

の平均値である1.25%で割り引いて算定してお

ります。

　　なお、当資産グループの回収可能額は使用

価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローは償還期間10年の国債の直近５年間の

利率の平均値である1.25%で割り引いて算定し

ております。

　 (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）

 自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式 228 － － 228

合計 228 － － 228
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①　リース取引

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

計額相当額および中間期末残高相

当額 

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 

中間期末

残高相当

額

  (千円)  (千円)  (千円)

工具器具

及び備品
 14,518  5,988 8,529

合計  14,518  5,988 8,529

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額等

 １年内  2,086千円

 １年超  6,847千円

 合計  8,933千円

 

(3)支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

 支払リース料  1,289千円

 減価償却費相当額  1,137千円

 支払利息相当額   178千円

 

(4)減価償却費相当額の算定方法は、

定額法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース資産計上価

額との差額とを利息相当額とし、

各期への配分方法については、利

息法によっております。 

 

２. オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 １年内  960千円

 １年超  2,240千円

 合計  3,200千円

（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。

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

計額相当額および中間期末残高相

当額 

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 

中間期末

残高相当

額

  (千円)  (千円)  (千円)

工具器具

及び備品
 11,382  4,953 6,428

合計  11,382  4,953 6,428

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額等

 １年内  1,757千円

 １年超  5,089千円

 合計  6,847千円

 

(3)支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

 支払リース料  1,089千円

 減価償却費相当額  963千円

 支払利息相当額  135千円

 

(4)減価償却費相当額の算定方法は、

定額法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法

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  960千円

 １年超  1,280千円

 合計  2,240千円

 （減損損失について）

同左

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および期末残高相

当額 

 

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 

中間期末

残高相当

額

  (千円)  (千円)  (千円)

工具器具

及び備品
 14,518  7,126 7,391

合計  14,518  7,126 7,391

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額 

 １年内  1,824千円

 １年超  5,976千円

 合計  7,801千円

 

(3)支払リース料および減価償却費相

当額

 

 支払リース料  2,578千円

 減価償却費相当額  2,274千円

 支払利息相当額  335千円

 

(4)減価償却費相当額の算定方法は、

定額法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法

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  960千円

 １年超  1,760千円

 合計  2,720千円

 （減損損失について）

同左

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式およ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 678円33銭 563円97銭 683円52銭

１株当たり中間当期純利益

または中間(当期)純損失

(△)

   7円79銭 △109円30銭 5円38銭

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益

   7円74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、

潜在株式は存在するものの、１

株当たり中間純損失であるため

記載しておりません。

（追加情報）

「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第４号）が平

成18年１月31日付で改正された

ことに伴い、当中間会計期間か

ら繰延ヘッジ損益（税効果調整

後）の金額を普通株式に係わる

中間期末の純資産額に含めてお

ります。

　なお、前事業年度末において

採用していた方法により算定し

た当中間会計期間末の１株当た

り純資産額は、563.41円であり

ます。

5円22銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益または中間（当期）純損失（△）および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益または中間（当期）純損失（△）金額の算定上の基礎  

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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）純利益または

中間（当期）純損失（△）金額

中間（当期）純利益中間または(当

期)純損失(△)（千円）
90,348 △1,487,619 64,913

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株主に係る中間（当期）純利益

中間または(当期)純損失(△)(千円)
90,348 △1,487,619 64,913

期中平均株式数（株） 11,599,800 13,610,514 12,056,589
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前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 232,000 109,000 417,975

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

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

第３回新株予約権（新株

予約権の目的となる普通

株式の数1,000,000株)。

第１回無担保転換社債型

新株予約権社債（新株予

約権の目的となる普通株

式の数893,854株）。 

―――― ――――

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債に付与された新株予約権の行使

（平成17年12月２日）により、発行済

株式総数が1,101,928株、資本金が

401,101千円、資本準備金が398,898千

円それぞれ増加しております。

　　　　　　　――――――― 　　　　　　　―――――――
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