
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） 

３．配当状況 

※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。 

(財)財務会計基準機構会員

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月13日

上場会社名 ワイエイシイ株式会社 上場取引所 東・ＪＱ  

コード番号 ６２９８ 本社所在都道府県 東京都  

(URL http://www.yac.co.jp)  

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名  百瀬 武文     

問合せ先責任者 役職名 専 務 取 締 役 氏名 平井 雄一 ＴＥＬ (042)546-1161  

決算取締役会開催日 平成18年11月13日 配当支払開始日 平成18年12月11日

単元制度採用の有無  有（１単元 100株）    

(1)経営成績 （百万円未満切り捨て）

  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 9,531 ( 30.4) 1,192 (65.1) 1,199 (63.4) 

17年９月中間期 7,311 (  0.8) 722 (69.8) 734 (70.6)

18年３月期 17,312 2,127 2,145 

  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 726 (38.8) 76 14

17年９月中間期 523 (32.4) 60 91

18年３月期 1,394 155 10

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 9,546,172株 17年９月中間期 8,598,511株 18年３月期 8,641,637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 （百万円未満切り捨て）

  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 20,512 8,275 40.3 857 38

17年９月中間期 14,609 4,783 32.7 554 99

18年３月期 17,948 5,733 31.9 648 40

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 9,652,076株 17年９月中間期 8,618,696株 18年３月期 8,758,676株

  ②期末自己株式数 18年９月中間期 22,511株 17年９月中間期 22,445株 18年３月期 22,465株 

２．平成18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 21,800  2,750  1,500  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 156円27銭 

・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 － 20.00 20.00

19年３月期（実績） 15.00 －
30.00

19年３月期（予想） － 15.00



１．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   1,421,961   3,709,907   4,014,809   

２．受取手形 ※５   142,597   378,207   565,231   

３．売掛金  6,280,416   7,793,929   6,609,853   

４．たな卸資産   3,655,968   5,308,808   3,660,782   

５．繰延税金資産    185,896   282,686   259,686   

６．その他   93,093   294,612   92,921   

７．貸倒引当金  △76,179   △12,862   △10,528   

流動資産合計   11,703,755 80.1  17,755,289 86.6  15,192,756 84.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 560,016   547,894   539,050   

(2）工具器具及び 
備品 

※２ 359,877   214,016   260,076   

(3）土地 ※２ 1,667,007   1,667,453   1,667,453   

(4）その他  14,497   10,354   24,089   

有形固定資産合計   2,601,398 17.8  2,439,718 11.9  2,490,669 13.9 

２．無形固定資産   15,512 0.1  12,686 0.1  13,695 0.1 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   168,798   166,734   136,007   

(2）その他  188,026   194,082   179,986   

(3）貸倒引当金  △67,906   △56,335   △64,650   

投資その他の資産
合計   288,918 2.0  304,482 1.4  251,343 1.4 

固定資産合計   2,905,829 19.9  2,756,887 13.4  2,755,708 15.4 

資産合計   14,609,584 100.0  20,512,177 100.0  17,948,465 100.0 
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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  ※５ 3,823,200   7,237,828   4,080,228   

２．買掛金   1,623,113   1,093,365   1,739,138   

３．短期借入金 ※２ 478,000   215,200   268,000   

４．１年以内返済予定
長期借入金 

※２ 739,840   615,500   713,140   

５．１年以内償還予定
社債 

※２ 360,000   60,000   60,000   

６．未払費用  120,637   170,677   177,569   

７．未払法人税等  342,984   518,099   874,140   

８．賞与引当金  80,400   110,500   100,000   

９．その他  10,964   305,328   13,108   

流動負債合計   7,579,141 51.9  10,326,498 50.4  8,025,326 44.7 

Ⅱ 固定負債           

１．社債 ※２ 730,000   970,000   1,000,000   

２．新株予約権付社債   －   －   2,000,000   

２．長期借入金 ※２ 1,153,040   537,540   807,740   

３．繰延税金負債   1,073   3,722   －   

４．退職給付引当金  363,081   398,962   381,694   

固定負債合計   2,247,194 15.4  1,910,225 9.3  4,189,434 23.4 

負債合計   9,826,335 67.3  12,236,723 59.7  12,214,760 68.1 
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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    1,698,722 11.6  － －  1,737,362 9.7 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  2,526,177   －   2,564,677   

資本剰余金合計   2,526,177 17.3  － －  2,564,677 14.3 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  －   －   －   

２．中間（当期）未処
分利益  523,777   －   1,394,905   

利益剰余金合計   523,777 3.6  － －  1,394,905 7.7 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金   47,488 0.3  － －  49,721 0.3 

Ⅴ 自己株式   △12,917 △0.1  － －  △12,962 △0.1 

資本合計   4,783,249 32.7  － －  5,733,704 31.9 

負債資本合計   14,609,584 100.0  － －  17,948,465 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本            

１．資本金   － －  2,756,680 13.4  － －

２．資本剰余金           

 (1) 資本準備金  －   3,582,276   －   

資本剰余金合計   － －  3,582,276 17.5  － －

３．利益剰余金           

 (1) 利益準備金  －   －   －   

(2) その他利益剰余
金           

別途積立金  －   500,000   －   

繰越利益剰余金  －   1,391,932   －   

利益剰余金合計   － －  1,891,932 9.2  － －

４．自己株式   － －  △13,099 △0.1  － －

株主資本合計   － －  8,217,790 40.0  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等            

１．その他有価証券評
価差額金   － －  57,664 0.3  － －

評価・換算差額等合
計   － －  57,664 0.3  － － 

純資産合計   － －  8,275,454 40.3  － － 

負債純資産合計   － －  20,512,177 100.0  － － 
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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   7,311,672 100.0  9,531,269 100.0  17,312,543 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,859,668 80.1  7,494,662 78.6  13,592,093 78.5 

売上総利益   1,452,004 19.9  2,036,606 21.4  3,720,449 21.5 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費   729,738 10.0  843,935 8.9  1,592,621 9.2 

営業利益   722,266 9.9  1,192,671 12.5  2,127,828 12.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  41,912 0.5  44,272 0.5  99,313 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  29,980 0.4  37,273 0.4  81,976 0.5 

経常利益   734,198 10.0  1,199,670 12.6  2,145,165 12.4 

Ⅵ 特別利益 ※３  53,261 0.7  5,981 0.1  118,993 0.7 

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５  61,892 0.8  6,880 0.1  94,109 0.5 

税引前中間 
(当期)純利益   725,567 9.9  1,198,770 12.6  2,170,050 12.6 

法人税、住民税 
及び事業税  328,000   494,971   975,144   

法人税等調整額  △126,210 201,789 2.7 △23,000 471,971 5.0 △200,000 775,144 4.5 

中間(当期)純利益   523,777 7.2  726,799 7.6  1,394,905 8.1 

前期繰越利益   －   －   －  

中間(当期)未処分
利益   523,777   －   1,394,905  
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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 

純資産の部
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 
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） 
1,737,362 2,564,677 － － 1,394,905 1,394,905 △12,962 5,683,983 49,721 5,733,704 

中間会計期間中の 

変動額 
          

新株の発行 （千円） 1,019,318 1,017,598 － － － － － 2,036,917 － 2,036,917 

利益処分による剰余

金の配当（千円） 
－ － － － △175,173 △175,173 － △175,173 － △175,173 

中間純利益 （千円） － － － － 726,799 726,799 － 726,799 － 726,799 

自己株式の取得 

（千円） 
－ － － － － － △136 △136 － △136 

剰余金の内訳科目の

振替 （千円） 
－ － － 500,000 △500,000 － － － － － 

利益処分による役員

賞与 (千円） 
－ － － － △54,600 △54,600 － △54,600 － △54,600 

株主資本以外の項目

の中間会計期間の変

動額（純額） 

（千円） 

－ － － － － － － － 7,942 7,942 

中間会計期間中の変動

額合計 (千円） 
1,019,318 1,017,598 － 500,000 △2,973 497,026 △136 2,533,806 7,942 2,541,749 

平成18年９月30日 

残高 （千円） 
2,756,680 3,582,276 － 500,000 1,391,932 1,891,932 △13,099 8,217,790 57,664 8,275,454 
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中間財務諸表作成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 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

(1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

(1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

 ② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

 イ）時価のあるもの イ）時価のあるもの イ）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。 

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。 

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。 

 ロ）時価のないもの ロ）時価のないもの ロ）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。 

同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 原材料 原材料 原材料 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 製品及び仕掛品 製品及び仕掛品 製品及び仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の 

方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法に

よっております。 

主な耐用年数は下記のとおり

であります。 

建物      10～40年 

工具器具及び備品５～６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 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

ただし、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

づく定額法によっておりま

す。 

同左  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 (1）貸倒引当金 (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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中

間会計期間の負担額を計上し

ております。 

同左 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当事

業年度の負担額を計上してお

ります。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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

費用処理することとしており

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

率法により、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。  

同左 

  

  

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

費用処理することとしており

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

率法により、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。 

４．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 
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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．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① 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。ただし、金利スワッ

プについては、特例処理を採

用しております。 

同左 繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。ただし、金利スワッ

プについては、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。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 イ）ヘッジ手段 イ）ヘッジ手段 イ）ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 同左 同左 

 ロ）ヘッジ対象 ロ）ヘッジ対象 ロ）ヘッジ対象 

 借入金の支払利息 同左 同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 将来の金利の市場変動リスク

をヘッジする方針であり、投

機的な取引及び短期的な売買

損益を得る目的でのデリバテ

ィブ取引は行っておりませ

ん。 

同左 同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象とヘッジ手段の対

応関係が明確なヘッジ取引の

みを行っているため、特段の

方法を必要としておりませ

ん。 

同左 当社は特例処理による金利ス

ワップのみのため、有効性の

評価を省略しておます。 

６．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。な

お、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺して流動資産のその

他に含めて表示しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 
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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。これにより税引前中間純利益

は61,892千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。これにより税引前当期純利益は

61,892千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。

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。なお、従来の資本の部の合計に相当する

金額は8,275,454千円であります。 

 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） 

項目 
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 
1,570,717千円 1,635,869千円 1,590,745千円

※２．担保に供している資産 建物 553,709 

工具器具及び備品 190,753 

土地 1,656,722 

 計 2,401,185千円

建物 536,500 

工具器具及び備品 120,365 

土地 1,656,722 

 計 2,313,588千円

建物 527,088千円

工具器具及び備品 147,597 

土地 1,656,722 

 計 2,331,407千円

 上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

 短期借入金 100,000千円

１年以内返済予定

長期借入金 
537,040 

１年以内償還予定

社債 
300,000 

社債  100,000 

長期借入金 911,640 

割引手形  50,000 

 計 1,998,680千円

１年以内返済予定

長期借入金 
462,700 

社債  100,000 

長期借入金 448,940 

 計 1,011,640千円

１年以内返済予定

長期借入金 
510,340千円

社債 100,000 

長期借入金 667,740 

割引手形 1,000,000 

 計 2,278,080千円

 ３．偶発債務 下記の会社のリース債務について

買取保証等を行っております。 

───── ───── 

 ソフトランドリー 514千円

 計 514千円

  

 ４．手形割引高 受取手形割引高 240,072千円 受取手形割引高 119,981千円 受取手形割引高 1,223,953千円

※５．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 76,910千円 

支払手形  1,402,338千円 

───── 
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（中間損益計算書関係） 

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．営業外収益のうち主要

なもの 
   

受取利息 

受取配当金 

有価証券売却益 

為替差益 

2,436千円 

77千円 

－千円 

34,054千円 

771千円 

20,971千円 

9千円 

17,654千円 

3,967千円 

113千円 

23,951千円 

62,259千円 

※２．営業外費用のうち主要

なもの 
   

支払利息 

社債利息 

新株発行費 

社債発行費 

売上債権売却損 

19,860千円 

3,973千円 

－千円 

－千円 

－千円 

13,438千円 

4,208千円 

8,023千円 

－千円 

5,819千円 

37,380千円 

7,900千円 

－千円 

10,333千円 

－千円 

※３．特別利益のうち主要な

もの 
   

固定資産売却益 622千円 －千円 622千円 

投資有価証券売却益 －千円 －千円 1,959千円 

貸倒引当金戻入益 51,809千円 5,981千円 115,581千円 

※４．特別損失のうち主要な

もの 
   

固定資産除売却損 －千円 6,880千円 32,216千円 

減損損失 61,892千円  －千円 61,892千円 

※５．減損損失  (1)減損損失を認識した資産グループ

の概要   

 (2)減損損失を認識するに至った経緯

 上記事業用資産については、当該

事業所の営業活動から生ずるキャッ

シュ・フローが継続してマイナスで

あり、短期的な回復が見込めないと

考えられるため、当事業部における

工場に係る資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(61,892千円)として

特別損失に計上しております。 

場 所 用 途 種 類 
減損損失

（千円）

半導体

事業部

におけ

る熊本

製作所

（熊本

県菊池

郡大津

町） 

事業用

資産 

建物及

び土地 

 61,892

 ────── 

  

  

 (1)減損損失を認識した資産グループ

の概要   

 (2)減損損失を認識するに至った経緯

 上記事業用資産については、当該

事業所の営業活動から生ずるキャッ

シュ・フローが継続してマイナスで

あり、短期的な回復が見込めないと

考えられるため、当事業部における

工場に係る資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(61,892千円)として

特別損失に計上しております。 

場 所 用 途 種 類 
減損損失

（千円）

半導体

事業部

におけ

る熊本

製作所

（熊本

県菊池

郡大津

町） 

事業用

資産 

建物及

び土地 

 61,892
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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)減損損失の金額及び固定資産の種

類ごとの当該金額の内訳  

 建物 33,992千円  

 土地 27,900千円  

  合計 61,892千円  

   (3)減損損失の金額及び固定資産の種

類ごとの当該金額の内訳  

 建物 33,992千円  

 土地 27,900千円  

  合計 61,892千円  

  (4)資産のグルーピングの方法  

  当社グループは、資産のグルー

ピングに際しては、主に管理会計

上の区分である事業部をキャッシ

ュ・フローを生み出す最小の単位

として捉え、その単位を基礎にグ

ルーピングする方法を採用してお

ります。 

(5)回収可能価額の算定方法  

  回収可能価額の評価は正味売却

価額と使用価値を比較して建物、

土地双方とも正味売却価額を適用

しております。なお、正味売却価

額の算定は不動産鑑定士による鑑

定評価額に基づいております。  

  

  

  

  

 (4)資産のグルーピングの方法  

  当社は、資産のグルーピングに

際しては、主に管理会計上の区分

である事業部をキャッシュ・フロ

ーを生み出す最小の単位として捉

え、その単位を基礎にグルーピン

グする方法を採用しております。 

(5)回収可能価額の算定方法  

  回収可能価額の評価は正味売却

価額と使用価値を比較して建物、

土地双方とも正味売却価額を適用

しております。なお、正味売却価

額の算定は不動産鑑定士による鑑

定評価額に基づいております。  

 ６．減価償却実施額    

有形固定資産 

無形固定資産 

104,435千円 

1,816千円 

75,524千円 

1,008千円 

200,842千円 

3,633千円 
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（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 

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

 
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 （注） 22 0 － 22 

合計 22 0 － 22 
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①リース取引 

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） 

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) 

工具
器具
及び
備品 

90,390 50,298 40,092

合計 90,390 50,298 40,092

 

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) 

工具
器具
及び
備品 

72,534 41,615 30,918

合計 72,534 41,615 30,918

 

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) 

工具
器具
及び
備品 

83,514 44,867 38,647

合計 83,514 44,867 38,647

 （注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

（注）    同左 （注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

 ２．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 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 15,049千円

１年超 25,042 

 合計 40,092千円

１年内 14,358千円

１年超 16,560 

 合計 30,918千円

１年内 14,907千円

１年超 23,739 

 合計 38,647千円

 （注）未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

（注）    同左 （注）未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

 ３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却費相

当額 

３．支払リース料及び減価償却相当

額 

 支払リース料 13,364千円

減価償却費相当額 13,364千円

支払リース料 7,728千円

減価償却費相当額 7,728千円

支払リース料 21,652千円

減価償却費相当額 21,652千円

 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

オペレーティング・リ

ース取引 

未経過リース料 ───── ───── 

１年内 390千円

１年超 － 

 合計 390千円

  

 （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。 

（減損損失について） 

同左 
（減損損失について） 

同左 
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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。 
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（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。 

 （注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。  

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 554.99円

１株当たり中間純利益金額 60.91円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
60.32円

１株当たり純資産額 857.38円

１株当たり中間純利益金額 76.14円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
75.29円

１株当たり純資産額 648.40円

１株当たり当期純利益金額 155.10円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
152.94円

 
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株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 523,777 726,799 1,394,905 

普通株主に帰属しない金額（千円） -  -  54,600 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
523,777 726,799 1,340,305 

期中平均株式数（千株） 8,598 9,546 8,641 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
-  -  -  

中間（当期）純利益調整額（千円） -  -  -  

普通株式増加数（千株） 85 106 122 

（うち転換社債型新株予約権付社債） -  (90) (18) 

（うち新株予約権） (85) (16) (104) 

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 

-  -  -  

  
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） 

 純資産の部の合計額（千円） － 8,275,454 － 

 純資産の部から控除する金額 

（千円） 
－ － － 

 （うち少数株主持分） (－) (－) (－) 

普通株式に係る当中間会計期間末の

純資産額（千円） 
－ 8,275,454 － 

１株当たり純資産の算定に用いられ

た当中間会計期間末の普通株式の数 

（千株） 

－ 9,652 － 
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