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決算取締役会開催日 平成18年11月10日   

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 6,188 △31.4 △13 － △9 －

17年９月中間期 9,020 △27.7 35 △91.3 39 △90.3

18年３月期 16,067 △111 △112

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 △21 － △0 51

17年９月中間期 20 △88.9 0 50

18年３月期 114 2 76

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 41,479,881株 17年9月中間期 41,482,106株 18年3月期41,481,384株

②会計処理の方法の変更 有

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 10,735 4,905 45.7 118 28

17年９月中間期 14,393 4,783 33.2 115 32

18年３月期 11,349 5,093 44.9 122 80

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 41,478,606株 17年9月中間期 41,480,929株 18年3月期41,480,338株

②期末自己株式数 18年9月中間期  13,394株 17年9月中間期 11,071株 18年3月期 11,662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 12,500 20 △20

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△0円48銭

３．配当状況　

・現金配当  １株当たりの配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － － －

19年３月期（実績） － －
－

19年３月期（予想） － －

※　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。

－ 26 －



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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  724   1,224   767   

２．受取手形 ※４ 1,194   487   809   

３．売掛金  3,050   2,581   2,025   

４．たな卸資産  1,985   909   860   

５．未収入金  943   －   769   

６．その他  464   374   288   

７．貸倒引当金  △25   △19   △26   

流動資産合計   8,338 57.9  5,558 51.8  5,494 48.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）土地  2,093   2,148   2,147   

(2）その他 ※１ 1,070   794   789   

有形固定資産合計  3,163   2,942   2,937   

２．無形固定資産  18   7   7   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,442   1,504   1,793   

(2）長期貸付金  890   204   685   

(3）その他  734   614   532   

(4）貸倒引当金  △195   △96   △100   

投資その他の資産合計  2,871   2,227   2,910   

固定資産合計   6,054 42.1  5,177 48.2  5,855 51.6

資産合計   14,393 100.0  10,735 100.0  11,349 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※４ 1,919   1,661   1,548   

２．買掛金  1,863   1,303   1,082   

３．短期借入金  3,947   1,937   2,447   

４．賞与引当金  183   78   82   

５．その他 ※３ 650   280   504   

流動負債合計   8,563 59.5  5,260 49.0  5,665 49.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  275   217   241   

２．退職給付引当金  771   352   349   

固定負債合計   1,046 7.3  569 5.3  590 5.2

負債合計   9,609 66.8  5,829 54.3  6,255 55.1

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,325 23.1  － －  3,325 29.3

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,146   －   1,146   

資本剰余金合計   1,146 8.0  － －  1,146 10.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  103   －   103   

２．中間（当期）未処分利
益

 69   －   163   

利益剰余金合計   172 1.2  － －  266 2.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  141 0.9  － －  357 3.1

Ⅴ　自己株式   △2 △0.0  － －  △2 △0.0

資本合計   4,783 33.2  － －  5,093 44.9

負債資本合計   14,393 100.0  － －  11,349 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 3,325 31.0 － －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 1,146 －

資本剰余金合計  － － 1,146 10.7 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 103 －

(2）その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  － 142 －

利益剰余金合計  － － 245 2.2 － －

４．自己株式  － － △2 △0.0 － －

株主資本合計  － － 4,714 43.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 191 1.8 － －

２．繰延ヘッジ損益  － － △0 △0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － 191 1.8 － －

純資産合計  － － 4,905 45.7 － －

負債純資産合計  － － 10,735 100.0 － －
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,020 100.0  6,188 100.0  16,067 100.0

Ⅱ　売上原価   7,481 82.9  5,366 86.7  13,492 84.0

売上総利益   1,539 17.1  821 13.3  2,574 16.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,503 16.7  835 13.5  2,686 16.7

営業利益又は営業
損失（△）

  35 0.4  △13 △0.2  △111 △0.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  32 0.3  22 0.4  53 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  29 0.3  18 0.3  53 0.3

経常利益又は経常
損失（△）

  39 0.4  △9 △0.1  △112 △0.7

Ⅵ　特別利益 ※３  814 9.0  14 0.2  1,172 7.3

Ⅶ　特別損失
※４
※５

 787 8.7  21 0.3  814 5.1

税引前中間（当期）利益
又は税引前中間純損失
（△）

  66 0.7  △15 △0.2  245 1.5

法人税、住民税及び事業
税

 43   8   16   

法人税等調整額  1 45 0.5 △2 5 0.1 114 131 0.8

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△）

  20 0.2  △21 △0.3  114 0.7

前期繰越利益   49   －   49  

中間（当期）未処分利益   69   －   163  
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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

合計繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,325 1,146 1,146 103 163 266 △2 4,736

中間会計期間中の変動額

中間純損失（百万円）     △21 △21  △21

自己株式の取得（百万円）       △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（百万円）

        

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △21 △21 △0 △21

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,325 1,146 1,146 103 142 245 △2 4,714

評価・換算差額等

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

（百万円）
357 － 357 5,093

中間会計期間中の変動額

中間純損失（百万円）    △21

自己株式の取得（百万円）    △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（百万円）

△166 △0 △166 △166

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△166 △0 △166 △187

平成18年９月30日　残高

（百万円）
191 △0 191 4,905
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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

(イ）子会社株式及び関連会社株

式

　移動平均法に基づく原価

法によっております。

(1）有価証券

(イ）子会社株式

同左

(1）有価証券

(イ）子会社株式

同左

  　  　  

 (ロ）その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日前１ヵ月の市

場価格等の平均に基づく時

価法によっております。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してお

ります。

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日前１ヵ月の市

場価格等の平均に基づく時

価法によっております。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。

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日前１ヵ月の市場価

格等の平均に基づく時価法

によっております。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

均法により算定しておりま

す。

    

 時価のないもの

　移動平均法に基づく原価

法によっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

    

 (2）デリバティブ

　時価法によっております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

    

 (3）たな卸資産

(イ）　製品、原材料（自動釘打

機部門）、仕掛品及び貯蔵

品については、総平均法に

基づく原価法によっており

ます。

(3）たな卸資産

(イ）　製品、仕掛品及び貯蔵品

については、総平均法に基

づく原価法によっておりま

す。

(3）たな卸資産

(イ）　製品、仕掛品及び貯蔵品

については、総平均法に基

づく原価法によっておりま

す。

    

 (ロ）　商品及び原材料（自動釘

打機部門を除く）について

は、移動平均法に基づく原

価法によっております。

(ロ）　商品及び原材料について

は、移動平均法に基づく原

価法によっております。

(ロ）　商品及び原材料について

は、移動平均法に基づく原

価法によっております。

 

　自動釘打機部門は、平成

18年１月１日付けで㈱マキ

タに営業譲渡いたしました。

    

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（付属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。

主な耐用年数

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 建物 15～45年

機械装置 10～13年

  

    

 (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

法によっております

(2）無形固定資産

　　　定額法によっております。

(2）無形固定資産

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）

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

  　  　  

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備える

ため、支給見込額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

    

  (3）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。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（５年）によ

る定額法により翌事業年度から

損益処理することとしておりま

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、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

に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（５年）によ

る定額法により翌事業年度から

損益処理することとしておりま

す。

    

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　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、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、金利スワップ取引につい

ては金利スワップの特例処理

（金融商品に係る会計基準注解

（注14））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

　輸入取引について為替予約取

引、変動金利支払の借入金につ

いて金利スワップ取引をヘッジ

手段としております。

(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
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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）

 (3）ヘッジ方針

　将来の為替の変動リスクを回

避する目的で為替予約取引を、

また、変動金利支払の借入金に

係る将来の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を利用しておりますが、投機的

な取引及び短期的な売買益を得

るための取引は行わない方針で

あります。また、取引の目的、

内容、取引相手、保有リスク及

び損失の限度額について、経営

会議の定めた範囲を限度として、

取引及びリスク管理の運営を本

社部門で行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

    

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ有効性の判定は、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

の相場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の

相場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを比較し、両

者の変動額などを基礎として判

断しております。ただし、特例

処理によっている金利スワップ

取引については、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（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理方

法

　税抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理方

法

同左

消費税及び地方消費税の会計処理

方法

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  ──────── 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。これにより税引前中間純利

益は、428百万円減少しております。

 

 　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。これにより税引前当期純利益

は 458百万円減少しております。

 ──────── 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）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4,905百万円であります。

　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。

 

 ────────

表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表）

　「未収入金」は、前中間会計期間末は、流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額の

100分の5を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「未収入金」の金額は21百万円でありま

す。 

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間末に区分掲記していた「未収入金」は、当中間会計

期間末において資産の総額の100分の5以下となったので、流動資産の

「その他」に含めて表示することとしました。

　なお、当中間会計期間末の「未収入金」の金額は15百万円でありま

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）

自動釘打機事業の譲渡 

　当社は、平成17年２月22日開催の取締役

会において、株式会社マキタ（以下「マキ

タ」）との間の自動釘打機事業の譲渡を延

期しておりましたが、平成17年９月30日開

催の取締役会において、平成16年12月24日

締結の契約に替えて最終契約を締結するこ

とを決議し、同日契約を締結いたしました。

また、本営業譲渡については、平成17年11

月29日開催の臨時株主総会で承認されまし

た。

　当社の自動釘打機事業は、昭和41年９月

兼松デュオファスト株式会社として発足以

来、昭和54年国産タッカー第１号機完成を

はじめ、ポケット釘打機、フローリングタッ

カー、コンプレッサー、ピンタッカーなど

時代に先駆けた新製品を生み出すことによ

り成長し、業界でも確固たる地位を築きま

した。

　一方で、国内における製造・販売に特化

してきた当社の自動釘打機事業は、海外展

開や更なる新製品開発などの厳しい競争に

さらされてまいりました。

　当社は、一部製品の供給をし、当社の自

動釘打機事業を高く評価するマキタに、同

事業を譲渡することで準備を進めておりま

したが、平成17年２月に判明しました連結

ビス認定書写偽造問題により延期しており

ました。

　今般、改めて両社で本件の協議を重ねた

結果、当社自動釘打機事業をマキタへ営業

譲渡することで合意しました。　

 ────────────  ────────────

 

　１．当該事業の譲渡先の名称、住所、代表

者の氏名、資本金及び事業の内容

(1) 名称　　　　 株式会社マキタ

(2) 所在地　　　 愛知県安城市

(3) 代表者の氏名 取締役社長 後藤 昌彦 

(4) 資本金　　　 24,206百万円

             （平成17年３月31日現在）

 (5) 事業の内容　 電動工具の製造・販売

 

２．当該事業譲渡の内容

(1) 譲渡する事業部門の内容

　自動釘打機・自動釘打システム機・

連結釘・ステープル・エアコンプレッ

サの開発・製造・販売等の事業

 

(2) 対象事業の業績

　　前事業年度（平成17年３月期）

　　　売上高 　　　6,961百万円

　　　営業利益 　　　132百万円

 

　　当中間会計期間（平成17年９月期）

　　　売上高 　　　2,970百万円

　　　営業損失　　　　67百万円
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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）

(3) 対象事業の資産・負債の帳簿価額

 （平成17年９月30日現在）

資産
金額

(百万円)
負債

金額
(百万円)

流動資産 3,026 流動負債 1,943

固定資産 556 固定負債 414

合計 3,582 合計 2,357

(4) 譲渡の方法等 

  ① 譲渡価額及び決済方法 

ⅰ.譲渡金額　約16億円

（ただし、平成17年12月31日現在

の貸借対照表において最終調整す

る予定です。）

ⅱ.決済方法　現金決済　

 

② 本事業譲渡は、当社の株主総会での

承認及び本事業譲渡に関する公正取

引委員会への届出が受理された後、

所定の待機期間を経過することが条

件となります。

 

(5) 日程

　平成17年９月30日　最終契約書締結

　平成17年11月29日　臨時株主総会

　平成18年１月１日　営業譲渡期日

                    （予定）
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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
（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

2,594百万円      1,027百万円      993百万円

   

　２　偶発債務 　２　偶発債務 　２　偶発債務

債務保証 債務保証 債務保証

保証先
金額

(百万円)
内容

日産興業㈱
（関係会社）

34 仕入債務

（協組）きもつき木
材高次加工センター

34 借入債務

計 68 －

保証先
金額

(百万円)
内容

日産興業㈱
（関係会社）

43 仕入債務

（協組）きもつき木
材高次加工センター

30 借入債務

計 74 －

保証先
金額

(百万円)
内容

日産興業㈱ 
(関係会社）

35 仕入債務

（協組）きもつき木
材高次加工センター

32 借入債務

計 68 －

   

※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　　　　 　────── ※４　中間期末日満期手形　　 ※４　　　　 　──────

 　中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理をし

ています。

　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。

   

  

  

  

　受取手形 58百万円 

　支払手形 485百万円 

  

  

   

  

（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 2百万円

受取配当金 13百万円

機械賃貸料 7百万円

受取利息  1百万円

受取配当金   3百万円

機械賃貸料  6百万円

受取利息   3百万円

受取配当金  16百万円

機械賃貸料   15百万円

  　  

※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 26百万円 支払利息   16百万円 支払利息   48百万円

   

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目　 ※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 803百万円 投資有価証券売却益  6百万円

貸倒引当金戻入額  8百万円

投資有価証券売却益  803百万円

営業譲渡利益   349百万円

   

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 20百万円

住宅補強対策費 210百万円

減損損失 428百万円

貸倒引当金繰入額 　102百万円

固定資産除却損  0百万円

役員退職慰労金打切支給額  6百万円

投資有価証券評価損  7百万円

リース解約金 7百万円

固定資産除却損  30百万円

投資有価証券売却損   3百万円

住宅補強対策費   210百万円

減損損失  458百万円

関係会社整理損   99百万円
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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 ※５　　　　 ────────  ※５　減損損失

　当中間会計期間において、当社は事業及

び製造工程の関連性により資産のグルーピ

ングを行い、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類

宮城県石巻市他２件  遊休資産  土地

 　当事業年度において、当社は事業及び製

造工程の関連性により資産のグルーピング

を行い、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。

場所 用途 種類

宮城県石巻市他６件  遊休資産  土地

　帳簿価額に対し著しく時価が下落してい

る遊休土地について、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

（428百万円）として特別損失に計上してお

ります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、不動産鑑定評価額を基に

評価しております。 

 　帳簿価額に対し著しく時価が下落してい

る遊休土地について、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

（458百万円）として特別損失に計上してお

ります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており不動産鑑定評価額を基に評

価しております。

     

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 72百万円

無形固定資産 0百万円

有形固定資産   53百万円

無形固定資産  －百万円

有形固定資産  146百万円

無形固定資産  0百万円

 　  　  

（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） 11,662 1,732 － 13,394

合計 11,662 1,732 － 13,394

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加1,732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

　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）

　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。 
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