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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）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 24,013 6.0 490 △1.4 563 9.6

17年９月中間期 22,643 3.1 497 △19.7 514 △23.2

18年３月期 46,500 996 1,108

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 369 18.1 35 23

17年９月中間期 313 22.2 29 84

18年３月期 527 47 94
（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 10,491,895株 17年９月中間期 10,492,047株 18年３月期 10,492,009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 （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 28,151 7,034 25.0 670 43

17年９月中間期 23,939 6,654 27.8 634 23

18年３月期 27,947 7,223 25.8 686 05
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 10,491,884株 17年９月中間期 10,491,972株 18年３月期 10,491,964株

②期末自己株式数 18年９月中間期 8,116株 17年９月中間期 8,028株 18年３月期 8,036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 48,000 1,150 700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　66円72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 7.00 14.00 21.00

19年３月期(実績) 9.00 －  

19年３月期(予想) － 12.00 21.00

 

※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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発

表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性が

あります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の13ペー

ジを参照してください。
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４．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)

対前中間期比
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ．流動資産            

１．現金及び預金  1,170,391   1,186,597    1,239,515   

２．受取手形 ※６ 4,863,229   4,126,635    5,067,319   

３．売掛金  8,034,529   11,646,314    9,832,644   

４．たな卸資産  1,334,146   1,470,563    1,336,871   

５．その他 ※５ 477,002   489,338    719,114   

６．貸倒引当金  △8,800   △4,600    △8,800   

流動資産合計   15,870,499 66.3  18,914,849 67.2 3,044,349  18,186,665 65.1

Ⅱ．固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  651,442   1,683,345    1,706,942   

(2）土地  1,582,788   1,628,211    1,628,211   

(3）その他  241,925   231,280    108,805   

計  2,476,156   3,542,837   1,066,681 3,443,959   

２．無形固定資産  19,480   17,171   △2,308 18,260   

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券 ※２ 5,207,787   5,328,607    5,947,353   

(2）その他  473,152   414,422    412,206   

(3）貸倒引当金  △107,115   △66,563    △61,200   

計  5,573,824   5,676,466   102,641 6,298,360   

固定資産合計   8,069,461 33.7  9,236,475 32.8 1,167,014  9,760,579 34.9

資産合計   23,939,961 100.0  28,151,324 100.0 4,211,363  27,947,245 100.0
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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)

対前中間期比
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ．流動負債            

１．支払手形 ※2.6 2,241,709   3,108,333    2,421,021   

２．買掛金 ※２ 6,477,931   7,995,468    7,323,064   

３．短期借入金  2,473,000   4,720,000    3,720,000   

４．一年内返済予定長
期借入金

 2,000,000   79,200    1,079,200   

５．未払法人税等  244,511   160,312    293,482   

６．賞与引当金  220,000   235,000    220,000   

７．その他  319,260   435,848    970,935   

流動負債合計   13,976,412 58.4  16,734,163 59.4 2,757,750  16,027,704 57.4

Ⅱ．固定負債            

１．長期借入金  2,000,000   3,087,800    3,120,800   

２．繰延税金負債  1,078,757   1,178,349    1,397,298   

３．再評価に係る繰延
税金負債

 69,307   69,307    69,307   

４．役員退職慰労引当
金

 109,120   47,660    109,120   

５．長期未払金  52,083   －    －   

固定負債合計   3,309,268 13.8  4,383,117 15.6 1,073,848  4,696,526 16.8

負債合計   17,285,681 72.2  21,117,280 75.0 3,831,598  20,724,230 74.2
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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)

対前中間期比
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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ．資本金   799,320 3.3  － － －  799,320 2.9

Ⅱ．資本剰余金            

１．資本準備金  1,023,510   －    1,023,510   

２．その他資本剰余金  84   －    84   

資本剰余金合計   1,023,594 4.3  － － －  1,023,594 3.6

Ⅲ．利益剰余金            

１．利益準備金  88,360   －    88,360   

２．任意積立金  2,443,697   －    2,443,697   

３．中間(当期)未処分
利益

 451,372   －    592,828   

利益剰余金合計   2,983,430 12.5  － － －  3,124,886 11.2

Ⅳ．土地再評価差額金   102,246 0.4  － － －  102,246 0.3

Ⅴ．その他有価証券評価
差額金

  1,747,318 7.3  － － －  2,174,606 7.8

Ⅵ．自己株式   △1,631 △0.0  － － －  △1,639 △0.0

資本合計   6,654,279 27.8  － － －  7,223,014 25.8

負債・資本合計   23,939,961 100.0  － － －  27,947,245 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ．株主資本            

１．資本金   － －  799,320 2.9 －  － －

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   1,023,510    －   

(2）その他資本剰余
金

 －   84    －   

資本剰余金合計   － －  1,023,594 3.6 －  － －

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   88,360    －   

(2）その他利益剰余
金

           

固定資産圧縮積
立金

 －   29,827    －   

別途積立金  －   2,692,000    －   

繰越利益剰余金  －   512,463    －   

利益剰余金合計   － －  3,322,651 11.8 －  － －

４．自己株式   － －  △1,743 △0.0 －  － －

株主資本合計   － －  5,143,822 18.3 －  － －

Ⅱ．評価・換算差額等            

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  1,787,807 6.3 －  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  168 0.0 －  － －

３．土地再評価差額金   － －  102,246 0.4 －  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  1,890,222 6.7 －  － －

純資産合計   － －  7,034,044 25.0 －  － －

負債純資産合計   － －  28,151,324 100.0 －  － －
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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）

対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高   22,643,908 100.0  24,013,690 100.0 1,369,782  46,500,027 100.0

Ⅱ．売上原価 ※４  20,882,383 92.2  22,180,250 92.4 1,297,866  42,877,814 92.2

売上総利益   1,761,525 7.8  1,833,440 7.6 71,915  3,622,212 7.8

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

※４  1,264,401 5.6  1,343,206 5.6 78,804  2,625,708 5.7

営業利益   497,123 2.2  490,234 2.0 △6,888  996,503 2.1

Ⅳ．営業外収益            

１．受取利息  1,134   1,084    2,216   

２．受取配当金  57,179   95,278    165,425   

３．その他  38,794 97,108 0.4 39,294 135,657 0.6 38,548 81,553 249,195 0.5

Ⅴ．営業外費用            

１．支払利息  20,305   29,128    39,072   

２．その他 ※４ 59,820 80,125 0.3 33,216 62,344 0.3 △17,780 98,562 137,634 0.2

経常利益   514,106 2.3  563,546 2.3 49,440  1,108,064 2.4

Ⅵ．特別利益 ※１  71,459 0.3  56,431 0.3 △15,028  72,984 0.2

Ⅶ．特別損失 ※2.3  48,177 0.2  1,364 0.0 △46,812  214,822 0.5

税引前中間（当
期）純利益

  537,388 2.4  618,613 2.6 81,224  966,225 2.1

法人税、住民税及
び事業税

 245,000   135,000    498,000   

法人税等調整額  △20,710 224,289 1.0 113,960 248,960 1.1 24,671 △59,772 438,227 1.0

中間（当期）純利
益

  313,099 1.4  369,652 1.5 56,553  527,998 1.1

前期繰越利益   138,273   －    138,273  

中間配当額   －   －    73,443  

中間（当期）未処
分利益

  451,372   －    592,828  
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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

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

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　

残高　　　(千円)
799,320 1,023,510 84 1,023,594 88,360 31,697 2,412,000 592,828 3,124,886 △1,639 4,946,162

中間会計期間中の変

動額

固定資産圧縮積立

金の取崩(注)
     △1,870  1,870 －  －

別途積立金の積立

(注)
      280,000 △280,000 －  －

剰余金の配当

(注)
       △146,887 △146,887  △146,887

役員賞与(注)        △25,000 △25,000  △25,000

中間純利益        369,652 369,652  369,652

自己株式の取得          △104 △104

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)
－ － － － － △1,870 280,000 △80,364 197,765 △104 197,660

平成18年９月30日　

残高　　　(千円)
799,320 1,023,510 84 1,023,594 88,360 29,827 2,692,000 512,463 3,322,651 △1,743 5,143,822

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

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　

残高　　　(千円)
2,174,606 － 102,246 2,276,852 7,223,014

中間会計期間中の変

動額

固定資産圧縮積立

金の取崩(注)
    －

別途積立金の積立

(注)
    －

剰余金の配当

(注)
    △146,887

役員賞与(注)     △25,000

中間純利益     369,652

自己株式の取得     △104

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額(純額)

△386,798 168 － △386,630 △386,630

中間会計期間中の変

動額合計　(千円)
△386,798 168 － △386,630 △188,970

平成18年９月30日　

残高　　　(千円)
1,787,807 168 102,246 1,890,222 7,034,044

（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

移動平均法に基づく原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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

　中間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出）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期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出）

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出）

 

 

時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 

 

 

(2）たな卸資産

①　商品

先入先出法に基づく原価法

(2）たな卸資産

①　商品

同左

(2)たな卸資産

①　商品

同左

 

 

②　仕掛品

個別法に基づく原価法

②　仕掛品

同左

②　仕掛品

同左

 

 

③　貯蔵品

最終仕入原価法

③　貯蔵品

同左

③　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

　定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降取得し

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。

(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

　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)

に基づく定額法、ソフトウェア以

外の無形固定資産については定額

法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 　新株発行費は、支出時に全額

費用として処理しております。

───── 　新株発行費は、支出時に全額

費用として処理しております。

４．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。

(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、支給見込額基準により計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 

 

(3）役員退職慰労引当金

　役員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間

末要支給額を計上しております。

なお、平成15年６月に役員報酬制

度を改定し、平成15年７月以降新

規の積み立てを停止しております。

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員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。なお、平成

15年６月に役員報酬制度を改定し、

平成15年７月以降新規の積み立て

を停止しております。
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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）

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）へッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

(1）へッジ会計の方法

同左

(1）へッジ会計の方法

同左

 

 

(2）へッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　為替予約取引

(2）へッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　…　同左

(2）へッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　…　同左

 ヘッジ対象　外貨建債権・債務

及び外貨建予定取

引

ヘッジ対象　…　同左 ヘッジ対象　…　同左

 

 

(3）ヘッジ方針

　通常の取引の範囲内で、外貨建

営業債権・債務に係る将来の為替

レートの変動リスクを回避する目

的で、包括的な為替予約取引を行

なっております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ取引開始時には、社内管

理規程に基づき予想される相場変

動をヘッジ手段に個別に対応させ

て有効性を判定しております。

ヘッジ取引時以降は、ヘッジ対象

とヘッジ手段との間の相関関係を

社内管理規程に基づきテストして

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

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

税抜方式を採用しております。

(2）中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期におい

て予定している利益処分による圧

縮積立金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を計算

しております。

(2）中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期におい

て予定している圧縮積立金の取崩

しを前提として、当中間会計期間

に係る金額を計算しております。

(2）　　　─────
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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））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。これにより従来に比較して

営業利益及び経常利益が5,507千円増加し、税

引前中間純利益は25,576千円減少しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

───── （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。これにより従来に比較して営業

利益及び経常利益が6,553千円増加し、税引前

当期純利益は12,819千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

の財務諸表等規則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）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7,033,875千円であります。

　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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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

1,224,429千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,110,173千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,078,365千円

※２．担保に供している資産

取引により生ずる債務の担保に供し

ている資産

※２．担保に供している資産

取引により生ずる債務の担保に供し

ている資産

※２．担保に供している資産

取引により生ずる債務の担保に供し

ている資産

投資有価証券 1,159,300千円

　計 1,159,300千円

対応債務  

支払手形 276,354千円

買掛金 808,968千円

　計 1,085,322千円

投資有価証券 1,183,834千円

　計 1,183,834千円

対応債務  

支払手形 393,920千円

買掛金 1,064,697千円

　計 1,458,618千円

投資有価証券 1,455,016千円

　計 1,455,016千円

対応債務  

支払手形 383,749千円

買掛金 896,128千円

　計 1,279,877千円

　３．保証債務

　下記の会社の銀行取引について債務

保証しております。

　３．保証債務

　下記の会社の銀行取引について債務

保証しております。

　３．保証債務

　下記の会社の銀行取引について債務

保証しております。

北陸化成工業(株) 60,000千円

PRESIDENT 

CHEMICAL CO.,LTD.
88,000千円

(32,000千BAHT)

THAI USUI 

CO.,LTD.
111,974千円

(40,718千BAHT)

徳亞樹脂股份有限公

司
25,650千円

(7,500千NT$)

EMORI（THAILAND）

CO.,LTD.
264,971千円

(96,353千BAHT)

上海江守貿易有限公

司
56,595千円

(500千US$)

　計 607,190千円

北陸化成工業(株) 60,000千円

PRESIDENT 

CHEMICAL CO.,LTD.
37,680千円

(12,000千BAHT)

THAI USUI 

CO.,LTD.
28,781千円

(9,000千BAHT)

(4千US$)

徳亞樹脂股份有限公

司
19,690千円

(5,500千NT$)

EMORI（THAILAND）

CO.,LTD.
251,639千円

(80,140千BAHT)

上海江守貿易有限公

司
58,950千円

(500千US$)

　計 456,740千円

北陸化成工業(株) 60,000千円

PRESIDENT 

CHEMICAL CO.,LTD.
36,240千円

(12,000千BAHT)

THAI USUI 

CO.,LTD.
75,734千円

(24,218千BAHT)

(22千US$)

徳亞樹脂股份有限公

司
19,910千円

(5,500千NT$)

EMORI（THAILAND）

CO.,LTD.
294,904千円

(97,650千BAHT)

上海江守貿易有限公

司
118,361千円

(982千US$)

　計 605,150千円

　下記の会社の営業取引について債務

保証しております。

　下記の会社の営業取引について債務

保証しております。

　下記の会社の営業取引について債務

保証しております。

江守塗料(株) 9,620千円

PRESIDENT 

CHEMICAL CO.,LTD.
27,500千円

(10,000千BAHT)

　計 37,120千円

江守塗料(株) 19,219千円

PRESIDENT 

CHEMICAL CO.,LTD.
31,400千円

(10,000千BAHT)

　計 50,619千円

江守塗料(株) 5,393千円

PRESIDENT 

CHEMICAL CO.,LTD.
30,200千円

(10,000千BAHT)

　計 35,593千円

　４．受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡

高

　４．受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡

高

　４．受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡

高

受取手形割引高 332,347千円

受取手形裏書譲渡高 38,643千円

受取手形割引高 140,024千円

受取手形裏書譲渡高 －千円

受取手形割引高 188,420千円

受取手形裏書譲渡高 33,453千円

※５．消費税等の表示

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動資産その他に含めて表

示しております。

※５．消費税等の表示

同左

※５．　　　　 ―――――

※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、手形交換日をもって決済処理

をしております。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。

※６．　　　　 ―――――

受取手形 301,162千円

支払手形 671,476千円
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（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．特別利益のうち主要なもの ※１．特別利益のうち主要なもの ※１．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 71,459千円 固定資産売却益 11千円

投資有価証券売却益 56,420千円

固定資産売却益 1,049千円

投資有価証券売却益 71,934千円

※２．特別損失のうち主要なもの ※２．特別損失のうち主要なもの ※２．特別損失のうち主要なもの

固定資産処分損 2,567千円

投資有価証券評価損 14,524千円

減損損失 31,084千円

固定資産処分損 1,364千円 固定資産処分損 167,755千円

投資有価証券評価損 15,982千円

減損損失 31,084千円

※３．減損損失

　当中間会計期間において、当社は以

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。

※３．　　　　───── ※３．減損損失

　当事業年度において、当社は以下の

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

環境事業グ
ループ
（大阪市浪
速区他）

排水処理設
備、測定器
具他

建物、その
他の有形固
定資産、無
形固定資産

場所 用途 種類

環境事業グ
ループ
（大阪市浪
速区他）

排水処理設
備、測定器
具他

建物、構築
物、機械装
置、車両運
搬具、器具
備品、営業
権

　当社は、減損会計の適用に当たって、

事業資産については管理会計上の区分

で、賃貸資産及び遊休資産においては

個別物件単位でグルーピングしており

ます。

　環境事業グループの業績は、当該ビ

ジネスの市場開拓の遅れ等により低迷

しているため、同事業に係る資産グルー

プの帳簿価額を備忘価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。

　その内訳は、建物270千円、その他の

有形固定資産29,063千円、無形固定資

産1,750千円であります。

　当社は、減損会計の適用に当たって、

事業資産については管理会計上の区分

で、賃貸資産及び遊休資産においては

個別物件単位でグルーピングしており

ます。 

　環境事業グループの業績は、当該ビ

ジネスの市場開拓の遅れ等により低迷

しているため、同事業に係る資産グルー

プの帳簿価額を備忘価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。 

　その内訳は、建物270千円、構築物

304千円、機械装置25,805千円、車両運

搬具724千円、器具備品2,229千円、営

業権1,750千円であります。

※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 31,988千円

無形固定資産 1,211千円

有形固定資産 62,501千円

無形固定資産 1,088千円

有形固定資産 64,367千円

無形固定資産 2,431千円

（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） 8,036 80 － 8,116

合計 8,036 80 － 8,116

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加80株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行な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）

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 634円23銭

１株当たり中間純利益金額 29円84銭

１株当たり純資産額 670円43銭

１株当たり中間純利益金額 35円23銭

１株当たり純資産額 686円05銭

１株当たり当期純利益金額 47円94銭

　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17年７月20日付で株式１株に

つき２株の株式分割を行なっております。

　なお、当該株式分割が前期首に行なわれた

と仮定した場合の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

　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。

　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17年７月20日付で株式１株に

つき２株の株式分割を行なっております。

　なお、当該株式分割が前事業年度期首に行

なわれたと仮定した場合の前事業年度の１株

当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

543円03銭 603円93銭

１株当たり中間純利
益金額

１株当たり当期純利
益金額

24円42銭 49円24銭

１株当たり純資産額 603円93銭

１株当たり当期純利益金額 49円24銭

（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） 313,099 369,652 527,998

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 25,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (25,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 313,099 369,652 502,998

期中平均株式数（千株） 10,492 10,491 10,492

江守商事㈱【個別】

－ 52 －




