
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 荏原ユージライト株式会社 上場取引所 東

コード番号 4975 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.eu.ebara.com/）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　粕谷　佳允

問合せ先責任者　役職名 専務取締役専務執行役員管理本部長 氏名　古屋　弘明 ＴＥＬ　　（03）3833－0321

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11日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100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 5,140 34.3 594 9.1 585 9.6

17年９月中間期 3,827 － 544 － 533 －

18年３月期 8,333 1,092 1,005

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 338 11.0 108 09

17年９月中間期 305 － 227 51

18年３月期 564 388 78

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 3,135,132株 17年９月中間期 1,342,000株 18年３月期 1,399,567株

 平成18年４月１日付で普通株式１株につき２株に分割しております。また新株予約権の行使により、平成18年９月25日付で18,000株、平

成18年９月26日付で23,500株の新株を発行しております。

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。ただし、個別中間財務

諸表の概要は平成17年９月中間期より開示しておりますので、それ以前については記載しておりません。

(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 9,629 4,669 48.5 1,470 45

17年９月中間期 7,254 2,961 40.8 2,206 42

18年３月期 9,008 4,400 48.9 2,795 82

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 3,175,400株 17年９月中間期 1,342,000株 18年３月期 1,566,950株

②期末自己株式数 18年９月中間期 100株 17年９月中間期 －株 18年３月期 50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 8,949 1,084 914

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　287円84銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － 48.0 － 48.0

19年３月期（実績） － 15.0 － － －
30.0

19年３月期（予想） － － － 15.0 －

（注）平成18年４月１日付で普通株式１株につき２株に分割しております。

※　上記予想に関する事項は、中間決算短信（連結）添付資料の５～６ページを参照して下さい。
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７．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  1,145,701   1,919,497   2,266,013   

２　受取手形 ※１ 862,162   1,286,351   1,084,390   

３　売掛金  1,648,866   2,135,765   1,703,499   

４　たな卸資産  848,608   764,337   1,097,204   

５　繰延税金資産  112,731   142,407   157,535   

６　その他  50,393   144,090   86,336   

貸倒引当金  △4,532   △7,944   △559   

流動資産合計   4,663,931 64.3  6,384,504 66.3  6,394,420 71.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※２          

(1)　建物 ※４ 668,515   715,599   665,175   

(2)　土地  893,091   893,091   893,091   

(3)　その他 ※４ 403,533   749,178   380,348   

有形固定資産合計   1,965,140 27.1  2,357,869 24.5  1,938,615 21.5

２　無形固定資産   6,047 0.1  6,633 0.1  2,866 0.0

３　投資その他の資産  624,632   899,851   677,850   

　　　 貸倒引当金  △4,846   △19,492   △4,834   

投資その他の資産合計   619,786 8.5  880,359 9.1  673,015 7.5

固定資産合計   2,590,974 35.7  3,244,861 33.7  2,614,497 29.0

資産合計   7,254,906 100.0  9,629,366 100.0  9,008,917 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形 ※１ 993,609   1,279,124   1,217,964   

２　買掛金  533,200   931,860   685,289   

３　短期借入金  70,000   40,000   40,000   

４　一年内返済予定長期借
入金

 300,000   300,000   300,000   

５　未払法人税等  241,994   263,608   333,221   

６　賞与引当金  195,000   227,154   258,331   

７　前受金  271,113   605,254   456,988   

８　設備支払手形  53,256   115,050   69,027   

９　その他 ※３ 169,396   242,586   206,566   

流動負債合計   2,827,570 39.0  4,004,640 41.6  3,567,389 39.6

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  1,050,000   450,000   600,000   

２　退職給付引当金  353,149   396,079   368,378   

３　役員退職慰労引当金  63,164   －   72,247   

４　その他  －   109,383   －   

固定負債合計   1,466,314 20.2  955,462 9.9  1,040,625 11.5

負債合計   4,293,884 59.2  4,960,103 51.5  4,608,014 51.1
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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（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   362,500 5.0  － －  878,875 9.8

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  169,799   －   831,524   

資本剰余金合計   169,799 2.3  － －  831,524 9.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  50,000   －   50,000   

２　任意積立金  1,000,000   －   1,000,000   

３　中間（当期）未処分
利益

 1,369,952   －   1,628,754   

利益剰余金合計   2,419,952 33.4  － －  2,678,754 29.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  8,769 0.1  － －  12,341 0.1

Ⅴ　自己株式   － －  － －  △592 △0.0

資本合計   2,961,021 40.8  － －  4,400,902 48.9

負債資本合計   7,254,906 100.0  － －  9,008,917 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  894,437 9.3  － －

２　資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   847,086   －   

資本剰余金合計   － －  847,086 8.8  － －

３　利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   50,000   －   

(2) その他利益剰余金           

  別途積立金  －   2,000,000   －   

繰越利益剰余金  －   872,424   －   

利益剰余金合計   － －  2,922,424 30.3  － －

４　自己株式   － －  △592 △0.0  － －

株主資本合計   － －  4,663,355 48.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  －   5,907   －  

評価・換算差額等
合計

  － －  5,907 0.1  － －

純資産合計   － －  4,669,263 48.5  － －

負債純資産合計   － －  9,629,366 100.0  － －
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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   3,827,098 100.0  5,140,634 100.0  8,333,247 100.0

Ⅱ　売上原価   1,982,383 51.8  2,935,470 57.1  4,405,793 52.9

売上総利益   1,844,714 48.2  2,205,164 42.9  3,927,454 47.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,299,920 34.0  1,610,922 31.3  2,834,762 34.0

営業利益   544,794 14.2  594,241 11.6  1,092,692 13.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,160 0.1  2,912 0.0  23,544 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  15,114 0.4  12,116 0.2  110,492 1.3

経常利益   533,840 13.9  585,037 11.4  1,005,744 12.1

Ⅵ　特別利益 ※３  1,380 0.0  10,862 0.2  5,364 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  3,434 0.0  523 0.0  4,870 0.1

税引前中間（当期）
純利益

  531,786 13.9  595,376 11.6  1,006,238 12.1

法人税、住民税及び
事業税

 232,358   268,299   514,600   

法人税等調整額  △5,889 226,469 5.9 △11,806 256,493 5.0 △72,480 442,119 5.3

中間（当期）純利益   305,317 8.0  338,883 6.6  564,119 6.8

前期繰越利益   1,064,634   －   1,064,634  

中間（当期）未処分
利益

  1,369,952   －   1,628,754  
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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
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　

残高（千円）
878,875 831,524 831,524 50,000 1,000,000 1,628,754 2,678,754 △592 4,388,561

中間会計期間中の変

動額

新株の発行 15,562 15,562 15,562      31,125

別途積立金の積立

て（注）
    1,000,000 △1,000,000 －  －

剰余金の配当

（注）
     △75,213 △75,213  △75,213

役員賞与（注）      △20,000 △20,000  △20,000

中間純利益      338,883 338,883  338,883

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）
15,562 15,562 15,562 － 1,000,000 △756,330 243,669 － 274,794

平成18年９月30日　

残高（千円） 
894,437 847,086 847,086 50,000 2,000,000 872,424 2,922,424 △592 4,663,355

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） 12,341 12,341 4,400,902

中間会計期間中の変動額    

新株の発行   31,125

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △75,213

役員賞与（注）   △20,000

中間純利益   338,883

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
△6,433 △6,433 △6,433

中間会計期間中の変動額合計（千円） △6,433 △6,433 268,361

平成18年９月30日　残高（千円） 5,907 5,907 4,669,263

 （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。

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

　同左

(1）有価証券

子会社及び関連会社株式

　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）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）

を採用しております。

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）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。

時価のないもの

　同左

時価のないもの

　同左

 

 

 

(2）たな卸資産

薬品製品、薬品仕掛品、原材料

　月次総平均法による原価法を

採用しております。

(2）たな卸資産

薬品製品、薬品仕掛品、原材料

　同左

(2）たな卸資産

薬品製品、薬品仕掛品、原材料

　同左

 

 

装置製品、装置仕掛品、商品

　個別法による原価法を採用し

ております。

装置製品、装置仕掛品、商品

　同左

装置製品、装置仕掛品、商品

　同左

 

 

貯蔵品

　先入先出法による原価法を採

用しております。

貯蔵品

　同左

貯蔵品

　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（建物付属設

備を除く。）については、定額

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　３～36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。

　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。

(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

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

　同左

(3）長期前払費用

同左

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

貸倒実績率に基づき、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

－ 38 －



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）

 

 

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に

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。

(2）賞与引当金

　同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に

充てるため、支給見込額の当期

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、簡便法による退職給付債務

額（中間期末自己都合退職要支

給額）を計上しております。

(3）退職給付引当金

　同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、簡便法による退職給付債務

額（期末自己都合退職要支給

額）を計上しております。

 

 

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備

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）　―――――――

 

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備

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。

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。

　　　同左 　外貨建金銭債権債務は、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。

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

件を満たしている場合には振当

て処理を、金利スワップについ

て特例処理の要件を満たしてい

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

　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

件を満たしている場合には振当

て処理を採用しております。

(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

件を満たしている場合には振当

て処理を、金利スワップについ

て特例処理の要件を満たしてい

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

ａ．ヘッジ手段

・・・為替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段　

・・・為替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段

・・・為替予約 

 

 

ヘッジ対象

・・・外貨建営業取引

ヘッジ対象

・・・外貨建営業取引

ヘッジ対象

・・・外貨建営業取引 

 

 

ｂ．ヘッジ手段

・・・金利スワップ

 

 

ｂ．ヘッジ手段

・・・金利スワップ

 

 

ヘッジ対象

・・・借入金利息

 

 

ヘッジ対象

・・・借入金利息

 

 

(3）ヘッジ方針

　外貨建営業取引に係る為替変

動リスクを回避する目的で為替

予約を利用し、また借入金利の

将来の金利市場における利率上

昇による変動リスクを回避する

目的で、金利スワップ取引を利

用しております。

(3）ヘッジ方針

　外貨建営業取引に係る為替変

動リスクを回避する目的で為替

予約を利用しております。

(3）ヘッジ方針

　外貨建営業取引に係る為替変

動リスクを回避する目的で為替

予約を利用し、また借入金利の

将来の金利市場における利率上

昇による変動リスクを回避する

目的で、金利スワップ取引を利

用しております。
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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）

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の為替相場又は

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、金利スワップ取引

は特例処理によっているため、

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

　ヘッジ対象の為替相場又は

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。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の為替相場又は

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、金利スワップ取引

は特例処理によっているため、

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（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

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

　同左

消費税等の会計処理

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）

　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。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 ―――――――

　　　　　　　 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　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4,669,263千円であります。

　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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追加情報

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．　　　――――――― １．固定資産の売却

　平成18年２月８日付で次のとおり固

定資産の売買契約を締結し、平成18年

12月末に引渡しを行う予定であります。

　譲渡物件：当社中央研究所の土地、

　　　建物、構築物

（神奈川県藤沢市善行坂

一丁目）　

　譲渡先：株式会社長谷工コーポレ

　　　　　ーション

　譲渡価額　：1,052,203千円

　譲渡益見込額：566,131千円　　

　譲渡の理由：建物の老朽化の解消

　　　　　　　及び研究開発環境の

　　　　　　　改善を目的とする移

　　　　　　　転のため。

　なお、株式会社長谷工コーポレーショ

ンは、平成18年５月15日付で相鉄不動

産株式会社に本契約の地位を譲渡して

おり、当社も承諾しております。

　これにより譲渡価額及び譲渡益見込

額に与える影響はありません。

　　　　

１．固定資産の売却 

　　　　　　　同左

２．　　　――――――― ２．役員退職慰労引当金

　従来、役員の退職慰労金の支払に充

てるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しておりましたが、役員報酬体

系の見直しに伴い、平成18年６月29日

の定時株主総会決議により、役員退職

慰労金制度を廃止することを決定しま

した。この結果、役員退職慰労引当金

は全額取崩して「長期未払金」に振替

え、固定負債の「その他」に含めて表

示しております。

　なお、当中間会計期間末において固

定負債の「その他」に含まれる役員退

職慰労金の未払額は76,788千円であり

ます。

２．　　　―――――――
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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　　　　　――――――― ※１　中間会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理し

ております。

　なお、当中間会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の中間会計期間末日

満期手形が、中間会計期間末残高に含まれ

ております。

　受取手形　　　　　 　　188,614千円

　支払手形　　　　　　　　97,390千円

※１　　　　　―――――――

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

 2,107,045千円  2,254,709千円  2,170,833千円 

※３　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。

※３　消費税等の取扱い

同左 

※３　　　　　―――――――

※４　過年度に取得した資産のうち、国庫補助

金等による圧縮記帳額は以下のとおりであ

り、中間貸借対照表計上額は、この圧縮記

帳額を控除しております。

※４　過年度に取得した資産のうち、国庫補助

金等による圧縮記帳額は以下のとおりであ

り、中間貸借対照表計上額は、この圧縮記

帳額を控除しております。

※４　過年度に取得した資産のうち、国庫補助

金等による圧縮記帳額は以下のとおりであ

り、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額

を控除しております。

建物 159,379千円 

その他 156,989千円 

建物 159,379千円 

その他 156,989千円 

建物 159,379千円 

その他 156,989千円 

（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　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

受取利息 2,245千円 

為替差益 1,437千円 

受取利息 1,741千円 

雑品売却益 482千円 

受取利息 4,138千円 

為替差益 18,349千円 

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

支払利息 10,491千円 

株式上場関連費用 3,461千円 

支払利息 6,375千円 

為替差損 4,957千円 

支払利息 19,713千円 

株式上場関連費用 72,264千円 

新株発行費償却 14,417千円 

※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの ※３　特別利益のうち主なもの

固定資産売却益 1,299千円 

  

受取和解金 10,862千円 

  

固定資産売却益 1,299千円 

貸倒引当金戻入益 4,064千円 

※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの ※４　特別損失のうち主なもの

固定資産除却損 3,434千円 固定資産除却損 523千円 固定資産除却損 4,870千円 

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 90,691千円 

無形固定資産 1,039千円 

有形固定資産 93,824千円 

無形固定資産 623千円 

有形固定資産 197,751千円 

無形固定資産 1,581千円 

（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
（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（注） 50 50 － 100

合計 50 50 － 100

（注）普通株式の自己株式数の増加50株は、平成18年４月１日付で実施した株式分割による増加であります。
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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）

　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

　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

　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)

その他 62,904 15,425 47,479

合計 62,904 15,425 47,479

 
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)

その他 62,904 31,210 31,694

合計 62,904 31,210 31,694

 
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)

その他 62,904 23,317 39,587

合計 62,904 23,317 39,587

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 15,658千円 

１年超 32,240千円 

　合計 47,898千円 

１年内 14,943千円 

１年超 17,297千円 

　合計 32,240千円 

１年内 15,662千円 

１年超 24,444千円 

　合計 40,106千円 

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、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 8,194千円 

減価償却費相当額 7,892千円 

支払利息相当額 474千円 

支払リース料 8,194千円 

減価償却費相当額 7,892千円 

支払利息相当額 329千円 

支払リース料 16,389千円 

減価償却費相当額 15,784千円 

支払利息相当額 877千円 

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。

（減損損失について）

 同左

（減損損失について）

 同左

②　有価証券

　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）における子会社株式及

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）

中間連結財務諸表に記載しているため、省略しております。
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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）

（重要な新株の発行）

１．平成17年11月16日及び平成17年12月１日　

　開催の取締役会において、次のように新株

　式の発行を決議しております。

（1）募集方法  一般募集

 　　　      （ブックビルディング方式に

よる募集）

（2）発行する株式の種類及び数

 　　  普通株式　168,000株

（3）発行価格　１株につき　5,600円

（4）引受価額　１株につき　5,236円

 　  　発行価格と引受価額との差額は、引受

人の手取金となります。

（5）発行価額　１株につき　4,590円　

 　　（資本組入額　2,295円）　　

（6）発行価額の総額　　771,120千円

（7）払込金額の総額　　879,648千円　

（8）資本組入額の総額　385,560千円　

（9）払込期日　　 平成17年12月21日

（10）配当起算日　平成17年10月１日

（11）資金の使途

 　　 　研究開発設備の増強、借入金返済 

２．平成17年11月16日開催の取締役会において、

オーバーアロットメントによる株式の売出し

（主幹事会社が当社株主より借入れる株式

57,000株の売出し）に関連する第三者割当増

資（以下「本件第三者割当増資」という。）

を決議しております。ただし、オーバーア

ロットメントによる売出しが減少又は中止さ

れる場合、シンジケートカバー取引が行われ

る場合及び安定操作取引で買付けた株式の全

部又は一部を借入れた株式の返却に充当する

場合があります。そのため、本件第三者割当

増資における発行数の全部又は一部につき申

込が行われず、その結果、失権により本件第

三者割当増資における最終的な発行数が減少

する、又は発行そのものが全く行われない場

合があります。

　なお、本件第三者割当増資の新株式発行条

件は、以下のとおりであります。

（1）発行する株式の種類及び数

 　　　　　　　 普通株式　57,000株

（2）割当価格　１株につき　5,236円

（3）発行価額　１株につき　4,590円

 　　（資本組入額　2,295円）　　

（4）払込期日　　 平成18年１月20日　

（5）配当起算日   平成17年10月１日　

（6）割当先       野村證券株式会社

（7）資金の使途

 　 　 研究開発設備の増強、借入金返済　 

（重要な子会社の設立）

　平成18年11月10日開催の取締役会の決議に基

づき、以下のとおり子会社を設立することを決

議しております。

１．設立の目的

　自動車産業や電子関連業界におけるアセア

ン諸国への進出に伴い、当社製品の販売・

サービス・製造拠点をタイ王国に設置し、顧

客に密着した拡販活動を行うため。

２．設立会社の概要（予定）

（1）会社名     EBARA-UDYLITE

  (ASIA-PACIFIC)CO.,LTD.

（2）事業内容   表面処理用薬品及び装置の　

製造販売

（3）設立の時期 平成18年12月

（4）資本金     １億バーツ

　 （約330,000千円）

（5）出資比率   当社　100％

 

 

  平成18年２月17日開催の取締役会の決議に基

づき、次のように株式分割による新株式を発行

しております。

１．平成18年４月１日付をもって普通株式１

株につき２株に分割します。

 （1）分割により増加する株式数

 　　 普通株式　1,567,000株

 （2）分割方法

 　　  平成18年３月31日最終の株主名簿に記載

された株主の所有株式数を１株につき２株

の割合をもって分割します。

 ２．配当起算日

 　 平成18年４月１日

      当該株式分割が前期首において行われた

と仮定した場合の前期における１株当たり

情報及び当期首において行われたと仮定し

た場合の当期における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

980.40円　　　　　

　　　　　　　

　　　

1,403.73円

 １株当たり当期純利

 益金額

 １株当たり当期純利

 益金額

205.07円　　　　　

　　　　　　　

　　　

204.68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、新株予約権の残

高がありますが、当

社株式は非上場であ

り、期中平均株価が

把握できないため記

載しておりません。

　　　　　　　　　

　　　　　　

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

202.61円
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