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平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月14日
 

上 場 会 社 名 株式会社滝澤鉄工所  上場取引所 東証第２部 

コ ー ド 番 号 ６１２１   本社所在都道府県 岡山県 

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 近 藤 安 正  

問合せ先責任者 役職名 専務取締役 管理部門担当 氏名 田 中 勝 美  

   ＴＥＬ ( ０８６ ) ２９３ － ６１１１
決 算 取 締 役 会 開 催 日 平成18年11月14日 配 当 支 払 開 始 日 平成18年12月15日 

単 元 株 制 度 採 用 の 有 無 有（1単元 1,000株）   
 

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)個別中間財務諸表の概要中の金額は、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 8,967    17.6 1,292    10.8 1,466    17.3

17年 9月中間期 7,625    26.4 1,166    55.7 1,249    42.4

18年 3月期 15,841    23.3 2,435    53.7 2,574    49.0
 

 
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 865   △ 4.3 14.44

17年 9月中間期 904   △ 7.2 15.06

18年 3月期 1,908   △24.6 31.38
(注)①期中平均株式数 18年 9月中間期 59,811,596株 17年 9月中間期 59,830,946株 18年 3月期 59,824,551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 

 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 13,968 6,603 47.3 110.38

17年 9月中間期 9,733 5,670 58.3 84.97

18年 3月期 13,869 6,554 47.3 99.35
(注)①期末発行済株式数 18年 9月中間期 59,806,856株 17年 9月中間期 59,824,186株 18年 3月期 59,816,569株 

   ②期末自己株式数  18年 9月中間期     53,763株 17年 9月中間期     36,433株 18年 3月期     44,050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 18,088 2,720 1,612
(参考)1株当たり予想当期純利益（通期）26円97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 2.00 3.00 5.00 

19年 3月期(実績) 3.00 ― 

19年 3月期(予想) ― 3.00
6.00 

※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に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりま

す。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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  中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

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  1,186,221 380,527 935,163 

２ 受取手形 ※３ 1,681,755 2,469,180 1,823,039 

３ 売掛金  2,507,803 3,036,032 3,036,505 

４ たな卸資産  2,576,683 3,121,246 3,235,061 

５ 繰延税金資産  151,811 123,051 101,291 

６ その他  166,866 257,263 270,516 

貸倒引当金  △937 △1,930 △1,255 

流動資産合計   8,270,204 85.0 9,385,371 67.2  9,400,322 67.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  23,503 25,098 26,462 

(2) 機械及び装置  73,007 205,784 136,498 

(3) 建設仮勘定  1,128 454 ― 

(4) その他  140,255 238,883 237,397 

有形固定資産合計  237,895 470,220 400,358 

２ 無形固定資産  1,379 71 1,367 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  40,180 260,478 174,611 

(2) 関係会社株式  929,284 1,369,284 1,369,284 

(3) 関係会社 
長期貸付金 

 11,935 2,075,967 2,133,467 

(4) 繰延税金資産  ― 164,870 149,751 

(5) その他  266,480 267,201 265,123 

貸倒引当金  △23,983 △24,686 △24,513 

投資その他の資産合計  1,223,896 4,113,115 4,067,723 

固定資産合計   1,463,171 15.0 4,583,407 32.8  4,469,449 32.2

資産合計   9,733,376 100.0 13,968,779 100.0  13,869,772 100.0
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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  1,802,600 2,055,181 2,126,119 

２ 買掛金  1,286,708 1,441,594 1,437,438 

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 91,020 600,000 600,000 

４ 未払金  291,355 425,380 409,612 

５ 未払法人税等  19,842 643,327 453,150 

６ 未払事業所税  9,990 11,855 20,231 

７ 賞与引当金  126,418 155,254 151,655 

８ その他  65,785 353,626 140,007 

流動負債合計   3,693,720 37.9 5,686,220 40.7  5,338,214 38.5

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  ― 1,300,000 1,600,000 

２ 繰延税金負債  2,540 ― ― 

３ 退職給付引当金  366,682 379,343 376,706 

固定負債合計   369,222 3.8 1,679,343 12.0  1,976,706 14.2

負債合計   4,062,942 41.7 7,365,564 52.7  7,314,921 52.7

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,569,024 16.1 ― ―  1,569,024 11.3

Ⅱ 資本剰余金    

その他資本剰余金  817,058 ― 819,640 

資本剰余金合計   817,058 8.4 ― ―  819,640 5.9

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  15,000 ― 27,256 

２ 任意積立金  2,000,000 ― 2,000,000 

３ 中間(当期)未処分 
利益 

 1,270,915 ― 2,140,111 

利益剰余金合計   3,285,915 33.8 ― ―  4,167,368 30.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  3,741 0.0 ― ―  8,965 0.1

Ⅴ 自己株式   △5,306 △0.0 ― ―  △10,148 △0.1

資本合計   5,670,433 58.3 ― ―  6,554,851 47.3

負債及び資本合計   9,733,376 100.0 ― ―  13,869,772 100.0
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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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,569,024  

２ 資本剰余金    

  その他資本剰余金   819,752  

資本剰余金合計   819,752  

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   2,900,000  

繰越利益剰余金   1,289,660  

利益剰余金合計   4,239,660  

４ 自己株式   △13,992  

株主資本合計   6,614,445 47.4  

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券 
  評価差額金 

  △11,230  

評価・換算差額等 
合計 

  △11,230 △0.1  

純資産合計   6,603,214 47.3  

負債及び純資産合計   13,968,779 100.0  
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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   7,625,149 100.0 8,967,592 100.0  15,841,303 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  5,274,274 69.2 6,250,346 69.7  10,965,723 69.2

売上総利益   2,350,874 30.8 2,717,246 30.3  4,875,579 30.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,183,989 15.5 1,424,748 15.9  2,440,192 15.4

営業利益   1,166,885 15.3 1,292,497 14.4  2,435,386 15.4

Ⅳ 営業外収益 ※２  117,235 1.5 199,786 2.2  222,840 1.4

Ⅴ 営業外費用 ※1,3  34,480 0.4 26,078 0.2  83,241 0.5

経常利益   1,249,641 16.4 1,466,205 16.4  2,574,985 16.3

Ⅵ 特別利益 ※４  94,410 1.2 ―  91,841 0.5

Ⅶ 特別損失 ※５  139 0.0 ―  139 0.0

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,343,912 17.6 1,466,205 16.4  2,666,687 16.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 △14,192 623,742 409,879 

法人税等調整額  453,967 439,774 5.7 △23,166 600,575 6.7 348,648 758,527 4.8

中間(当期)純利益   904,138 11.9 865,630 9.7  1,908,159 12.0

前期繰越利益   366,777  366,777

中間配当額   ―  △122,568

中間配当額に伴う利
益準備金積立額 

  ―  △12,256

中間(当期)未処分 
利益 

  1,270,915  2,140,111
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
その他 

資本剰余金
利益準備金

優先株式 

消却積立金
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,569,024 819,640 27,256 ― 2,000,000 2,140,111 4,167,368

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △182,369 △182,369

 役員賞与 ― ― ― ― ― △25,000 △25,000

 利益準備金の積立 ― ― 22,743 ― ― △22,743 ―

 任意積立金の積立 ― ― ― 584,000 900,000 △1,484,000 ―

 中間純利益 ― ― ― ― ― 865,630 865,630

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ―

 自己株式の処分 ― 111 ― ― ― ― ―

 自己株式の消却 ― ― ― △584,000 ― △1,968 △585,968

 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) 

― 111 22,743 ― 900,000 △850,450 72,292

平成18年９月30日残高(千円) 1,569,024 819,752 50,000 ― 2,900,000 1,289,660 4,239,660

 

株主資本 
評価・換算

差額等 

 

自己株式 株主資本合計
その他 

有価証券 
評価差額金

純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) △10,148 6,545,885 8,965 6,554,851

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― △182,369 ― △182,369

 役員賞与 ― △25,000 ― △25,000

 利益準備金の積立 ― ― ― ―

 任意積立金の積立 ― ― ― ―

 中間純利益 ― 865,630 ― 865,630

 自己株式の取得 △590,054 △590,054 ― △590,054

 自己株式の処分 241 353 ― 353

 自己株式の消却 585,968 ― ― ―

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
― ― △20,196 △20,196

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△3,844 68,559 △20,196 48,363

平成18年９月30日残高(千円) △13,992 6,614,445 △11,230 6,603,214
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中間財務諸表作成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 

 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 

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

同左 

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

同左 

 ② その他有価証券 

  時価のあるもの 

    中間決算末日の市場価格等

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。) 

 ② その他有価証券 

  時価のあるもの 

    中間決算末日の市場価格等

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

より算定。) 

 ② その他有価証券 

  時価のあるもの 

    決算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) たな卸資産 

 ① 製品(特別仕様部品を含む) 

    個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

 ① 製品(特別仕様部品を含む) 

同左 

(2) たな卸資産 

 ① 製品(特別仕様部品を含む) 

同左 

 ② 仕掛品(特別仕様部品を除く) 

    先入先出法による原価法 

 ② 仕掛品(特別仕様部品を除く)

同左 

 ② 仕掛品(特別仕様部品を除く)

同左 

 ③ 原材料 

    先入先出法による原価法 

 ③ 原材料 

同左 

 ③ 原材料 

同左 

 ④ 貯蔵品 

    先入先出法による原価法 

 ④ 貯蔵品 

同左 

 ④ 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 

    なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

    建物     10年～47年 

    機械及び装置 ５年～11年 

    その他    ２年～20年 

    なお、採用する耐用年数等

は前中間会計期間と同一のた

め、経常利益及び税引前中間

純利益に与える影響はありま

せん。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

   定率法 

    なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

    建物     10年～47年

    機械及び装置 ５年～11年

    その他    ２年～20年

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

   定率法 

    なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

    建物     10年～47年

    機械及び装置 ５年～11年

    その他    ２年～20年

    なお、採用する耐用年数等

は前事業年度と同一のた

め、経常利益及び税引前当

期純利益に与える影響はあ

りません。 

(2) 無形固定資産 

   定額法 

    なお、償却年数について

は、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

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 

   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。 

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 
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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) 

(2) 賞与引当金 

   従業員への賞与支給に備える

ため、当中間期の負担すべき支

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 

   従業員への賞与支給に備える

ため、当期の負担すべき支給見

込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、当事業年度末における退職

給付債務の見込額（簡便法）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) 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

給付債務の見込額（簡便法）に

基づき、当事業年度末において

発生している額を計上しており

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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ 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 

(1) 消費税等の会計処理方法 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

５ 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 

(1) 消費税等の会計処理方法 

同左 

５ その他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方法 

同左 

(2) 連結納税制度の適用 

   連結納税制度を適用しており

ます。 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 
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中間財務諸表作成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） 

 当中間会計期間から「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」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これにより税引前中間純利益が

139千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

基づき当該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）

 当期から「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

準委員会 平成15年10月31日 企業会

計基準適用指針第６号）を適用して

おります。 

 これにより税引前当期純利益が

139千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

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

（海外子会社からの株式配当に係る

会計基準） 

 従来、海外子会社からの株式配当

については、受取配当金に含めて計

上しておりましたが、当中間会計期

間より、受取配当金として計上しな

い方法に変更しました。 

 これは、海外子会社からの株式配

当金額に重要性が増加したことか

ら、商法を前提とした原則的な方法

に変更したものであります。 

 これにより、当中間会計期間に発

生した60,646千円は、受取配当金に

計上していないため、従来の方法に

よった場合に比べ経常利益及び税引

前中間純利益は60,646千円減少して

おります。 

――― （海外子会社からの株式配当に係る

会計基準） 

 従来、海外子会社からの株式配当

については、受取配当金に含めて計

上しておりましたが、当期より、受

取配当金として計上しない方法に変

更しました。 

 これは、海外子会社からの株式配

当金額に重要性が増加したことか

ら、商法を前提とした原則的な方法

に変更したものであります。 

 これにより、当期に発生した

60,646千円は、受取配当金に計上し

ていないため、従来の方法によった

場合に比べ経常利益及び税引前当期

純利益は60,646千円減少しておりま

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) 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

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」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)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6,603,214千円で

あります。 

 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財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

――― 
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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 

530,658千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

610,584千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

563,609千円
 

   

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

31,530千円
 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

127,000千円
 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

67,869千円
 

※３ ――― ※３ 中間会計期間末日満期手形 

   当中間会計期間末日満期手形

は、手形交換日をもって決済

処理しております。従って、

当中間会計期間末日は金融機

関の休日であったため、中間

会計期間末日満期手形が受取

手形に131,157千円含まれてお

ります。 

※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 減価償却実施額 

有形固定資産 32,327千円

無形固定資産 12千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 52,313千円

無形固定資産 12千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 92,540千円

無形固定資産 24千円
 

   

※２ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 38,289千円
仕入割引 26,940千円
為替差益 9,872千円

 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 27,417千円
受取配当金 86,647千円
仕入割引 26,210千円
為替差益 3,854千円

 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 10,182千円
受取配当金 40,018千円
仕入割引 56,027千円
賃貸料 12,377千円

 
   

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 7,263千円

租税公課 23,245千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17,309千円

租税公課 4,301千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 15,581千円

シンジケートロ
ーン手数料 

45,534千円

租税公課 15,692千円
 

   

※４ 特別利益の主要項目 

私財提供益 91,841千円
 

※４ ――― 

 

※４ 特別利益の主要項目 

私財提供益 91,841千円
 

 



ファイル名:決算短信2006年9月期.doc 更新日時:11/13/2006 9:13:00 AM 印刷日時:06/11/13 10:26 

― 48 ― 

 

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 特別損失の主要項目 

減損損失 139千円

 当社は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。 

 当中間会計期間において、以

下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

賃貸資産 建物 岡山県岡山市 139千円 

 賃貸資産については、収益性

が著しく低下しているため、当

該資産又は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とし

て計上しました。 

 なお、回収可能価額は、正味

売却価額により測定しておりま

す。 

 また、他への転用及び売却の

可能性がないことから、帳簿価

額の全額を減損損失として計上

しております。 

※５ ――― 

 

※５ 特別損失の主要項目 

減損損失 139千円

 当社は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。 

 当期において、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上

しました。 

用途 種類 場所 金額

賃貸資産 建物 岡山県岡山市 139千円

 賃貸資産については、収益性

が著しく低下しているため、当

該資産又は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とし

て計上しました。 

 なお、回収可能価額は、正味

売却価額により測定しておりま

す。 

 また、他への転用及び売却の

可能性がないことから、帳簿価

額の全額を減損損失として計上

しております。 

 

 

(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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 44,050 10,661 948 53,763

第一回優先株式(株) ― 5,840,000 5,840,000 ―
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次の通りであります。 

   普通株式の単元未満株式の買取りによる増加  10,661株 

   第一回優先株式の買取りによる増加     5,840,000株 

  減少数の内訳は、次の通りであります。 

   普通株式の単元未満株式の売渡しによる減少    948株 

   第一回優先株式の消却による減少      5,840,000株 
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リース取引関係 

半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

有価証券 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 中間貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

子会社株式 804,776 1,507,412 702,635 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 中間貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

子会社株式 804,776 2,221,947 1,417,171 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区分 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 

子会社株式 804,776 1,853,478 1,048,701 
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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) 

――― ――― 優先株式の取得及び消却 

 平成18年５月19日開催の当社取締

役会において、次のとおり、当社第

一回優先株式の全てについて、取得

及び消却を行うことを決議いたしま

した。 

 取得及び消却の内容 

(1) 取得する株式の種類 

第一回優先株式 

(2) 取得株式の総数 

5,840,000株 

(3) 取得価格 

一株につき100円 

(4) 取得価格の総額 

584,000,000円 

(5) 取得先 

株式会社中国銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

みずほ信託銀行株式会社 

住友信託銀行株式会社 

株式会社トマト銀行 

(6) 取得予定日及び消却予定日 

平成18年８月１日 
 

 


