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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 31,713 3.5 4,399 3.7 4,901 0.3

17年 9月中間期 30,647 2.6 4,244 72.1 4,885 79.7

18年 3月期 61,611 7,984 8,874

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 3,123 3.2 25 16

17年 9月中間期 3,025 93.7 24 10

18年 3月期 5,106 40 55

（注）①期中平均株式数 18年 9月中間期 124,116,102株 17年 9月中間期 125,544,413株 18年 3月期 125,190,112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 95,188 72,401 76.1 589 23

17年 9月中間期 90,430 69,049 76.4 552 78

18年 3月期 94,437 71,514 75.7 572 88

（注）①期末発行済株式数 18年 9月中間期 122,875,173株 17年 9月中間期 124,913,484株 18年 3月期 124,781,324株

②期末自己株式数 18年 9月中間期 14,348,435株 17年 9月中間期 12,310,124株 18年 3月期 12,442,284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 63,800 8,900 5,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　44円76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 4.50 7.50 12.00

19年 3月期（実績） 6.00 －
12.00

19年 3月期（予想） － 6.00

 

※　上記の予想は、本資料の発表日時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、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。
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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（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  9,096   10,439   9,778   

２　受取手形 ※３ 2,351   2,897   2,116   

３　売掛金  17,244   18,064   17,070   

４　有価証券  10,249   12,349   12,553   

５　棚卸資産  3,408   3,066   3,016   

６　繰延税金資産  1,969   1,637   1,802   

７　短期貸付金  8,999   2,725   7,499   

８　その他  1,012   635   1,078   

貸倒引当金  △29   △28   △28   

流動資産合計   54,303 60.0  51,787 54.4  54,887 58.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  2,228   2,111   2,163   

(2）土地  3,246   3,244   3,244   

(3）その他  1,238   1,077   1,157   

計  6,714   6,432   6,564   

２　無形固定資産  431   393   406   

３　投資その他の資産           

(1）長期性預金  4,700   5,400   4,700   

(2）投資有価証券  19,166   24,886   23,808   

(3）繰延税金資産  2,465   1,229   1,631   

(4）その他  2,649   5,058   2,439   

計  28,981   36,574   32,579   

固定資産合計   36,127 40.0  43,400 45.6  39,550 41.9

資産合計   90,430 100.0  95,188 100.0  94,437 100.0

           

- 27 -



  
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 ※３ 593   756   637   

２　買掛金  3,060   4,411   3,318   

３　短期借入金  500   500   500   

４　未払法人税等  1,890   1,603   2,530   

５　未払消費税等  204   376   248   

６　賞与引当金  1,751   1,913   2,155   

７  役員賞与引当金  －   21   －   

８　返品調整引当金  38   30   37   

９　売上割戻引当金  515   479   493   

10　販売促進引当金  114   86   93   

11　その他 ※３ 3,559   3,213   3,449   

流動負債合計   12,227 13.5  13,391 14.0  13,462 14.3

Ⅱ　固定負債           

１　長期未払金  735   682   735   

２　退職給付引当金  7,984   8,254   8,279   

３　役員退職慰労引当
金

 434   458   446   

固定負債合計   9,153 10.1  9,395 9.9  9,460 10.0

負債合計   21,381 23.6  22,787 23.9  22,923 24.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   7,229 8.0  － －  7,229 7.6

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  1,871   －   1,871   

資本剰余金合計   1,871 2.1  － －  1,871 2.0

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  1,807   －   1,807   

２　任意積立金  56,310   －   56,310   

３　中間（当期）未処
分利益

 7,103   －   8,622   

利益剰余金合計   65,221 72.1  － －  66,740 70.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  2,439 2.7  － －  3,516 3.7

Ⅴ　自己株式   △7,712 △8.5  － －  △7,844 △8.3

資本合計   69,049 76.4  － －  71,514 75.7

負債資本合計   90,430 100.0  － －  94,437 100.0
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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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  7,229 7.6  － －

２　資本剰余金           

(1)資本準備金  －   1,871   －   

資本剰余金合計   － －  1,871 2.0  － －

３　利益剰余金           

(1)利益準備金  －   1,807   －   

(2)その他利益剰余金           

特別償却準備金  －   188   －   

別途積立金  －   57,400   －   

繰越利益剰余金  －   9,502   －   

利益剰余金合計   － －  68,898 72.4  － －

４　自己株式   － －  △9,755 △10.3  － －

株主資本合計   － －  68,243 71.7  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券
評価差額金

  － －  4,157 4.4  － －

評価・換算差額等
合計

  － －  4,157 4.4  － －

純資産合計   － －  72,401 76.1  － －

負債純資産合計   － －  95,188 100.0  － －
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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   30,647 100.0  31,713 100.0  61,611 100.0

Ⅱ　売上原価   11,979 39.1  12,785 40.3  24,281 39.4

売上総利益   18,667 60.9  18,928 59.7  37,329 60.6

返品調整引当金戻入額   11 0.0  7 0.0  12 0.0

差引売上総利益   18,678 60.9  18,935 59.7  37,341 60.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   14,434 47.1  14,535 45.8  29,356 47.6

営業利益   4,244 13.8  4,399 13.9  7,984 13.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  684 2.2  583 1.8  964 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  43 0.1  81 0.2  75 0.1

経常利益   4,885 15.9  4,901 15.5  8,874 14.4

Ⅵ　特別利益 ※３  836 2.8  1 0.0  849 1.4

Ⅶ　特別損失 ※4，5  956 3.1  7 0.1  964 1.6

税引前中間（当期）純利益   4,765 15.6  4,895 15.4  8,758 14.2

法人税、住民税及び事業税  1,737   1,638   3,374   

法人税等調整額  3 1,740 5.7 134 1,772 5.6 277 3,652 5.9

中間（当期）純利益   3,025 9.9  3,123 9.8  5,106 8.3

前期繰越利益   4,078   －   4,078  

中間配当額   －   －   562  

中間（当期）未処分利益   7,103   －   8,622  
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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
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他有
価証券評
価差額金資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金

特別償
却準備
金

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(百万円) 7,229 1,871 1,807 261 648 55,400 8,622 △7,844 67,997 3,516 71,514

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の積立　

(注)
   88   △88  －  －

特別償却準備金の取崩　

(注)
   △81   81  －  －

特別償却準備金の取崩

　　　　　(当中間期)
   △79   79  －  －

固定資産圧縮積立金の取崩　

(注)
    △648  648  －  －

別途積立金の積立　(注)      2,000 △2,000  －  －

剰余金の配当　(注)       △935  △935  △935

役員賞与　(注)       △30  △30  △30

中間純利益       3,123  3,123  3,123

自己株式の取得        △1,910 △1,910  △1,910

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         640 640

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　(百万円)
－ － － △73 △648 2,000 879 △1,910 246 640 887

平成18年９月30日残高(百万円) 7,229 1,871 1,807 188 － 57,400 9,502 △9,755 68,243 4,157 72,401

（注）　平成18年６月29日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．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

子会社株式

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）

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）

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）

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）棚卸資産 (2）棚卸資産 (2）棚卸資産

総平均法による原価法 同左 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

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

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

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 15年～50年   建物 15年～50年

機械及び装置 7年

工具器具及び備品 4年～ 6年

(2）無形固定資産

定額法

なお、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（主

に５年）に基づく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．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備え

て、一般債権については貸倒実績率に

よる計算額を、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。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支出に備えて、支給対

象期間に対応する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）役員賞与引当金

──────

(3）役員賞与引当金

役員の賞与の支出に備えて、当事業年

度に対応する支給見込額に基づき、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。

(3）役員賞与引当金

────── 

(4）返品調整引当金

中間会計期間末日後の返品損失に備え

て、過年度の返品実績等に基づく会社

所定の基準により計上しております。

(4）返品調整引当金

同左

(4）返品調整引当金

期末日後の返品損失に備えて、過年度

の返品実績等に基づく会社所定の基準

により計上しております。

(5）売上割戻引当金

販売した商品に対して、将来発生する

売上割戻の支出に備え、中間会計期間

末売掛金及び中間会計期間末特約店在

庫に対して過去の実績率を乗じた額を

計上しております。

(5）売上割戻引当金

同左

(5）売上割戻引当金

販売した商品に対して、将来発生する

売上割戻の支出に備え、期末売掛金及

び期末特約店在庫に対して過去の実績

率を乗じた額を計上しております。
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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）販売促進引当金

販売した商品に対して、将来発生する

販売促進に要する支出に備え、中間会

計期間末特約店在庫に対して過去の経

費実績率を乗じた額を計上しておりま

す。

(6）販売促進引当金

同左

(6）販売促進引当金

販売した商品に対して、将来発生する

販売促進に要する支出に備え、期末特

約店在庫に対して過去の経費実績率を

乗じた額を計上しております。

(7）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えて、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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により費用処理

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

間以内の一定の年数（５年）による定

額法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。

(7）退職給付引当金

同左

(7）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えて、期末にお

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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により費用処理

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

間以内の一定の年数（５年）による定

額法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。

(8）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、役

員退職慰労金内規に基づく中間会計期

間末要支給見込額を計上しております。

(8）役員退職慰労引当金

同左

(8）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、役

員退職慰労金内規に基づく期末要支給

見込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。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準

同左

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、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。

５．リース取引の処理方法

同左

５．リース取引の処理方法

同左

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

６．その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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）

 １．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、税引前中間純利益が936百万

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。

 ２．棚卸資産廃棄損等に係る処理基準

従来、棚卸資産廃棄損等の計上について

は、経常的に発生するものであることか

ら、売上原価に含めて表示しておりまし

たが、当中間会計期間より営業外費用で

表示する方法に変更いたしました。

この変更は、製造事業を分社したことを

機に、廃棄等を非原価項目として売上原

価から分離させ、原価管理を徹底するた

めに行ったことによるものです。この変

更による影響額は軽微であります。 

 １．役員賞与に関する会計基準

当中間会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号　平

成17年11月29日）を適用しております。

なお、これに伴う損益に与える影響額は

軽微であります。

 ２．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。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

72,401百万円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

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、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しておりま

す。

 

 

 １．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、税引前当期純利益が936百万

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。

 ２．棚卸資産廃棄損等に係る処理基準

　　 従来、棚卸資産廃棄損等の計上について

は、経常的に発生するものであることか

ら、売上原価に含めて表示しておりまし

たが、当事業年度より営業外費用で表示

する方法に変更いたしました。

この変更は、製造事業を分社したことを

機に、廃棄損等を非原価項目として売上

原価から分離させ、原価管理を徹底する

ために行ったことによるものです。この

変更による影響額は軽微であります。

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）

１．「長期性預金」は、前中間期まで、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末において資産の

総額の100分の５を超えたため区分掲記することに変更いたしま

した。

なお、前中間期末の「長期性預金」の金額は2,000百万円であり

ます。

２．前中間期まで区分掲記しておりました「機械及び装置」（当中

間期末156百万円）は、当中間期末において資産の総額の100分の

５以下となったため、有形固定資産の「その他」に含めて表示す

ることに変更いたしました。

３．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97

号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用と

なること及び「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員

会報告第14号）が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、

当中間会計期間から投資事業有限責任組合及びこれに類する組合

への出資（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるも

の）を投資有価証券として表示する方法に変更いたしました。

なお、当中間期末の「投資有価証券」に含まれる当該出資の額は

142百万円であり、前中間期末における「投資その他の資産」の

「その他」に含まれている当該出資の額は111百万円であります。

─────
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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

14,530百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

      14,799百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

      14,693百万円

２．運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額は16,700百万円で、

当中間期末の借入の実行残高はありませ

ん。

２．運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額は10,000百万円で、

当中間期末の借入の実行残高はありませ

ん。

２．運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額は10,000百万円で、

当期末の借入の実行残高はありません。

※３．　　　　─────── ※３．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。

　 受取手形　　　　　　　　593百万円

　 支払手形　　　　　　　　108百万円

　 流動負債「その他」　　　 25百万円

　(設備関係支払手形)　　　　　　

※３．　　　　───────

（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 ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 23百万円

有価証券利息 2百万円

受取配当金 325百万円

ロイヤリティ収入 166百万円

不動産賃貸料 71百万円

受取利息 43百万円

有価証券利息  10百万円

受取配当金    419百万円

ロイヤリティ収入    20百万円

不動産賃貸料   69百万円

受取利息   60百万円

有価証券利息   5百万円

受取配当金   363百万円

ロイヤリティ収入   206百万円

不動産賃貸料   141百万円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 20百万円

支払手数料 17百万円

支払利息   20百万円

支払手数料   10百万円

支払利息   39百万円

支払手数料   27百万円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 794百万円

前期損益修正益 29百万円

固定資産売却益    1百万円

  

投資有価証券売却益   795百万円

前期損益修正益 29百万円

前期損益修正益は、前事業年度におい

て特別損失に計上した生産設備除却損

等の修正であります。
 

 
 

前期損益修正益は、前事業年度におい

て特別損失に計上した生産設備除却損

等の修正であります。 　　 

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

減損損失 936百万円 固定資産売却・除却損    7百万円 減損損失   936百万円

- 35 -



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 摘要

静岡県

藤枝市 

藤枝事業所

医薬品研究

及び製造設備

建物 一部遊休

埼玉県

さいたま市 
賃貸用不動産

土地及

び建物

市場価格の

著しい下落

当社は、事業区分別に事業用資産をグ

ルーピングしており、事業の用に供し

ていない遊休資産及び賃貸不動産につ

いては個々にグルーピングしておりま

す。

事業用資産については減損の兆候はあ

りませんでしたが、遊休資産について

は、今後の使用見込みも未確定であり、

賃貸用不動産については、市場価格の

回復が見込まれないことから、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（936百万円）として特

別損失に計上いたしました。

その内訳は、建物750百万円、土地186

百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、

土地については路線価に合理的な調整

を加え、また建物については固定資産

税評価額を基礎に算定しております。

 

 

 

 

 

 

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い

たしました。 

場所 用途 種類 摘要

静岡県

藤枝市 

藤枝事業所

医薬品研究

及び製造設備

建物 一部遊休

埼玉県

さいたま市 
賃貸用不動産

土地及

び建物

市場価格の

著しい下落

当社は、事業区分別に事業用資産をグ

ルーピングしており、事業の用に供し

ていない遊休資産及び賃貸不動産につ

いては個々にグルーピングしておりま

す。

事業用資産については減損の兆候はあ

りませんでしたが、遊休資産について

は、今後の使用見込みも未確定であり、

賃貸用不動産については、市場価格の

回復が見込まれないことから、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（936百万円）として特

別損失に計上いたしました。

その内訳は、建物750百万円、土地186

百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、

土地については路線価に合理的な調整

を加え、また建物については固定資産

税評価額を基礎に算定しております。

　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 242百万円

無形固定資産 80百万円

有形固定資産    228百万円

無形固定資産   72百万円

有形固定資産   529百万円

無形固定資産 158百万円

（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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 12,442 1,906 － 14,348

合計 12,442 1,906 － 14,348

（注）普通株式の自己株式の増加1,906千株は、単元未満株式の買取による増加76千株、平成18年６月29日開催の取締役会

決議に基づく取得900千株及び平成18年８月４日開催の取締役会決議に基づく取得930千株であります。

 

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（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）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。
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持田製薬株式会社

補足資料１　[個　別]

１．営業利益

前    年    同    期 当            期

中    間 4,244 百万円 4,399 百万円

 (対前年中間期増減率 72.1%)  (対前年中間期増減率 3.7%)

通    期 7,984 百万円 （予） 8,200 百万円

 (対前期増減率 72.3%)  (対前期増減率 2.7%)

２．設備投資

前    年    同    期 当            期

中    間 269 百万円 104 百万円

通    期 447 百万円 （予） 500 百万円

３．減価償却費

前    年    同    期 当            期

中    間 586 百万円 563 百万円

  (うち、有形 242 百万円)   (うち、有形 228 百万円)

通    期 1,214 百万円 （予） 1,200 百万円

  (うち、有形 529 百万円)   (うち、有形 500 百万円)

４．金融収支

前    年    同    期 当            期

中    間 313 百万円 444 百万円

通    期 362 百万円 （予） 460 百万円

５．研究開発費

前    年    同    期 当            期

中    間 4,276 百万円 3,918 百万円

(売上高比 14.0%) (売上高比 12.4%)

通    期 8,616 百万円 （予） 8,800 百万円

(売上高比 14.0%) (売上高比 13.8%)

平成18年11月13日
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