
平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　　　　　　　　　個別中間財務諸表個別中間財務諸表個別中間財務諸表個別中間財務諸表のののの概要概要概要概要 平成１８年１１月１４日

上場会社名 福  島  工  業  株  式  会  社福  島  工  業  株  式  会  社福  島  工  業  株  式  会  社福  島  工  業  株  式  会  社 上場取引所 東・大

コード番号 ６  ４  ２  ０６  ４  ２  ０６  ４  ２  ０６  ４  ２  ０ 本社所在都道府県 大阪府

（URL：http://www.fukusima.co.jp）

代表取締役社長

　TEL （０６）６４７７－２０２３

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 － 年 － 月 － 日

単元株制度採用の有無　　有（１単元１００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　 　（単位：百万円未満切捨て）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

１４，９８３ 3.7 ６８４ △37.2 ７３４ △36.7

１４，４５３ 3.7 １，０９０ △3.1 １，１６０ △0.9

２８，３１０ 　　3.8 １，７０９ △18.3 １，９１６ △9.7

中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

４００ △42.9 ３６ ４４

７０２ △0.8 ７０ ２６

１，０５４ △17.9 １００ ８５

（注）① 期中平均株式数 18年9月中間期 10,998,354株 18年3月期　　　　

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 百万円 ％ 円 銭

（注）① 期末発行済株式数 18年9月中間期 10,998,245株 17年9月中間期 9,998,648株 18年3月期 10,998,394株

② 期末自己株式数 18年9月中間期 34,835株 17年9月中間期 34,432株 18年3月期 34,686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）

百万円 百万円 百万円

通　　　期 ２９，４６４ １，４９０ ８６３

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）78円50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

１９年３月期（実績）

１９年３月期（予想）

－

18.00

18.00

６３．０

売上高 当期純利益経常利益

１４

－

－ 18.00

１，６１７ １５

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

－

２７，９４５ １７，７６６

２８，２４２ １７，７８５

１５，７３９２５，６２６

18.00

経常利益

  １８年９月中間期

  １７年９月中間期

営業利益

  １８年３月期

中間(当期)純利益

9,998,745株 10,286,836株

１ 株 当 た り

  １８年９月中間期

  １７年９月中間期

  １８年３月期

17年9月中間期

代　　表　　者

問合せ先責任者 財経部 部長

売上高

福 島 裕

敷島正明

６３．６ ８０１，６１３

１，５７４６１．４  １７年９月中間期

  １８年３月期

  １８年９月中間期

-1-



ファイル名:BS 更新日時:11/8/2006 9:59 AM 印刷日時:06/11/10 17:03 

 - 2 - 

個別中間財務諸表等 

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) 

前事業年度末の 
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  5,028,807   6,207,878   6,504,530   

２ 受取手形 ※１ 3,714,357   3,548,547   2,673,536   

３ 売掛金  4,930,583   4,794,391   5,390,276   

４ たな卸資産  1,373,879   1,569,058   1,413,184   

５ その他  597,192   577,812   608,488   

６ 貸倒引当金  △176,685   △140,336   △170,785   

流動資産合計   15,468,134 60.4  16,557,352 58.6  16,419,230 58.8 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※２          

(1) 建物  1,845,067   2,447,854   1,781,118   

(2) 土地  2,939,005   2,941,455   2,939,005   

(3) その他  1,352,404   1,894,651   2,144,479   

有形固定資産合計  6,136,477   7,283,962   6,864,604   

２ 無形固定資産  121,644   136,750   135,116   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  2,933,929   3,174,467   3,413,858   

(2) その他  1,107,095   1,327,836   1,345,738   

(3) 貸倒引当金  △140,720   △238,175   △233,439   

投資その他の 
資産合計 

 3,900,304   4,264,129   4,526,158   

固定資産合計   10,158,426 39.6  11,684,842 41.4  11,525,878 41.2 

資産合計   25,626,560 100.0  28,242,195 100.0  27,945,109 100.0 
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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) 

前事業年度末の 
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 1,154,764   1,186,793   1,133,144   

２ 買掛金  5,591,904   6,421,855   5,761,245   

３ 短期借入金  181,360   181,360   181,360   

４ 未払消費税等  76,673   ―   44,192   

５ 未払法人税等  533,334   313,162   391,026   

６ 賞与引当金  557,152   531,532   487,534   

７ 製品保証引当金  135,358   144,595   137,750   

８ その他  468,268   748,971   892,675   

流動負債合計   8,698,816 34.0  9,528,269 33.7  9,028,927 32.3 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金  395,220   218,860   304,540   

２ 退職給付引当金  524,516   478,737   512,504   

３ 役員退職慰労引当金  119,136   125,841   122,560   

４ その他  149,577   104,700   210,491   

固定負債合計   1,188,451 4.6  928,139 3.3  1,150,096 4.1 

負債合計   9,887,267 38.6  10,456,409 37.0  10,179,023 36.4 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   1,989,192 7.8  ― ―  2,760,192 9.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  2,105,754   ―   2,875,004   

２ その他資本剰余金  11,068   ―   11,068   

資本剰余金合計   2,116,823 8.2  ― ―  2,886,073 10.3 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  138,501   ―   138,501   

２ 任意積立金  10,115,981   ―   10,115,981   

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

 813,782   ―   1,165,575   

利益剰余金合計   11,068,265 43.2  ― ―  11,420,058 40.9 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  586,192 2.3  ― ―  721,368 2.6 

Ⅴ 自己株式   △21,180 △0.1  ― ―  △21,607 △0.1 

資本合計   15,739,293 61.4  ― ―  17,766,085 63.6 

負債資本合計   25,626,560 100.0  ― ―  27,945,109 100.0 
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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   ―   2,760,192 9.8  ―  

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   2,875,004   ―   

(2) その他資本剰余金  ―   11,068   ―   

資本剰余金合計   ―   2,886,073 10.2  ―  

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   138,501   ―   

(2) その他利益剰余金         

配当準備金  ―   45,000   ―   

研究開発準備金  ―   45,000   ―   

特別償却準備金  ―   4,962   ―   

圧縮記帳積立金  ―   248,657   ―   

別途積立金  ―   10,670,000   ―   

繰越利益剰余金  ―   453,838   ―   

利益剰余金合計   ―   11,605,959 41.1  ―  

４ 自己株式   ―   △21,811 △0.1  ―  

株主資本合計   ―   17,230,413 61.0  ―  

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ―   555,372 2.0  ―  

評価・換算差額等 
合計 

  ―   555,372 2.0  ―  

純資産合計   ―   17,785,785 63.0  ―  

負債純資産合計   ― ―  28,242,195 100.0  ― ― 
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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   14,453,026 100.0  14,983,159 100.0  28,310,178 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,630,394 73.6  11,450,471 76.4  21,277,649 75.2 

売上総利益   3,822,631 26.4  3,532,688 23.6  7,032,529 24.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,732,608 18.9  2,847,735 19.0  5,323,305 18.8 

営業利益   1,090,023 7.5  684,952 4.6  1,709,223 6.0 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  6,996   2,274   10,148   

２ その他  120,595 127,591 0.9 87,202 89,477 0.6 315,578 325,727 1.2 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  4,986   3,574   9,244   

２ その他  52,305 57,291 0.4 36,071 39,646 0.3 109,666 118,911 0.4 

経常利益   1,160,324 8.0  734,783 4.9  1,916,039 6.8 

Ⅵ 特別利益 ※２  24,058 0.2  13,000 0.1  14,728 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※３  ― ―  46,658 0.3  127,929 0.5 

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,184,383 8.2  701,125 4.7  1,802,837 6.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

※４ 516,838   295,757   779,785   

法人税等調整額 ※４ 34,939 481,898 3.3 4,595 300,352 2.0 31,224 748,560 2.7 

中間(当期)純利益   702,484 4.9  400,772 2.7  1,054,277 3.7 

前期繰越利益   111,298   ―   111,298  

中間(当期) 
未処分利益 

  813,782   ―   1,165,575  
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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  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,760,192 2,875,004 11,068 2,886,073 

中間会計期間中の変動額     

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

－ － － － 

平成18年９月30日残高(千円) 2,760,192 2,875,004 11,068 2,886,073 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
配当準備金 

研究開発 
準備金 

特別償却 
準備金 

圧縮記帳 
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) 138,501 45,000 45,000 6,969 249,011 9,770,000 1,165,575 11,420,058 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当(注)       △197,971 △197,971 

 役員賞与(注)       △16,900 △16,900 

 特別償却準備金の取崩(注)    △2,007   2,007 － 

 圧縮記帳積立金の取崩(注)     △354  354 － 

 別途積立金の積立(注)      900,000 △900,000 － 

 中間純利益       400,772 400,772 

 自己株式の取得         

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) 

－ － － △2,007 △354 900,000 △711,737 185,901 

平成18年９月30日残高(千円) 138,501 45,000 45,000 4,962 248,657 10,670,000 453,838 11,605,959 

 

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 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) △21,607 17,044,716 721,368 721,368 17,766,085 

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当(注)  △197,971   △197,971 

 役員賞与(注)  △16,900   △16,900 

 特別償却準備金の取崩(注)  －   － 

 圧縮記帳積立金の取崩(注)  －   － 

 別途積立金の積立(注)  －   － 

 中間純利益  400,772   400,772 

 自己株式の取得 △204 △204   △204 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

  △165,996 △165,996 △165,996 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△204 185,696 △165,996 △165,996 19,700 

平成18年９月30日残高(千円) △21,811 17,230,413 555,372 555,372 17,785,785 

(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 

  移動平均法による原価

法 

①    同左 ①    同左 

 ② その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末日の市場価

格に基づく時価法 

   (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

平均法により算定し

ております。) 

  時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

② その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末日の市場価

格に基づく時価法 

   (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

しております。) 

  時価のないもの 

     同左 

② その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期末日の市場価格に

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

平均法により算定し

ております。) 

  時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

 (2) たな卸資産 ① 製品、原材料 

  総平均法による原価法 

①    同左 ①    同左 

 ② 仕掛品 

  製品仕掛品 

  総平均法による原価法 

  仕掛工事 

  個別法による原価法 

②    同左 ②    同左 

 ③ 貯蔵品 

  最終仕入原価法 

③    同左 ③    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

以降に取得した建物(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     12～42年 

 機械及び装置   11年 

同左 同左 

 (2) 無形固定資産 定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア(自

社利用分)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 

 (3) 長期前払費用 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 繰延資産の処理方

法 

  新株発行費は、発生時に全

額費用処理しております。 

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

能性を検討し、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 従業員の賞与に充当するた

め支給見込額基準(過去の

支給実績を基礎に業績を加

味して算定する方法)に基

づき計上しております。 

同左 同左 

 (3) 製品保証引当金 製品及び請負工事の契約保

証期間内の補償に備えるた

め過年度の実績を基礎に将

来の補償見込額を加味して

計上しております。 

同左 同左 

 (4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職

給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、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

発生の翌事業年度に一括し

て損益に計上しておりま

す。 

同左 従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職

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。 

数理計算上の差異は、その

発生の翌事業年度に一括し

て損益に計上しておりま

す。 

 (5) 役員退職慰労引

当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えるため当社内規に基づ

く中間期末要支給見積額を

計上しております。 

同左 役員の退職慰労金の支出に

備えるため当社内規に基づ

く期末要支給見積額を計上

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 
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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) 

６ ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方

法 

 

  特例処理の要件を満た

す金利スワップ取引につ

いては、特例処理を採用

しております。 

 

同左 

 

同左 

(2)ヘッジ手段とヘ

ッジ対象 

  (ヘッジ手段) 

金利スワップ取引 

  (ヘッジ対象) 

借入金の利息 

同左 同左 

(3)ヘッジ方針   借入金に係る金利変動

リスクを回避する目的で

金利スワップ取引を行っ

ております。 

同左 同左 

(4)ヘッジ有効性の

評価方法 

 特例処理の適用要件を満

たしており、有効性が保証

されているため、有効性の

評価を省略しております。 

同左 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 

 消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は相殺のうえ流

動負債の「未払消費税等」

として表示しております。 

 消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は相殺のうえ流

動資産の「その他」に含め 

て表示しております。 

 消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。 
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会計処理の変更 

 

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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

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。 

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は17,785,785千円でありま

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 ※１ 期末日満期手形の処理 

    当中間会計期間の末日は金

融機関の休日でありますが、

期末日満期手形については満

期日に決済が行なわれたもの

として処理しております。な

お、期末残高から取り除かれ

ている期末日満期手形は次の

通りであります。 

受取手形  482,013千円 

支払手形   39,944千円 

※１  

※２ 有形固定資産の減価償却累計  

額 

 4,834,143千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額 

 5,335,423千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額 

 5,017,365千円
 

 ３ 偶発債務 

   銀行借入に対する保証債務 

北京富連京 
製冷機電 
有限公司 

83,940千円

(RMB6,000千) 

 

 ３ 偶発債務 

   銀行借入に対する保証債務 

北京二商 
福島機電 
有限公司 

89,640千円

(RMB6,000千) 

 

 ３ 偶発債務 

   銀行借入に対する保証債務 

北京二商 
福島機電 
有限公司 

87,900千円

(RMB6,000千) 

 
 

(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 196,092千円

無形固定資産 22,246千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 357,095千円

無形固定資産 17,841千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 448,265千円

無形固定資産 41,191千円
 

※２ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 

戻入額 
15,701千円

 

※２ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 

戻入額 
13,000千円

 

※２ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 8,356千円

貸倒引当金 

戻入額 
6,371千円

 

 
※３      ※３ 特別損失の主要項目 

固定資産売却損 9,885千円

投資有価証券 

評価損 
20,000千円

貸倒引当金 

繰入額 
16,772千円

 

※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 10,920千円

貸倒引当金 

繰入額 
111,059千円

 

※４ 当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

処分による特別償却準備金及

び圧縮記帳積立金の取崩しを

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。 

※４ 当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特別

償却準備金及び圧縮記帳積立

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。 

※４      
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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) 

１ 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) 34,686 149 ― 34,835 
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   149株 
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(リース取引関係) 

 

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) 

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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

 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 

 
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) 

有形固定 
資産 
その他 

11,292 9,791 1,500 

合計 11,292 9,791 1,500 

 

 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 

 
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) 

有形固定 
資産 
その他 

26,260 4,926 21,333 

合計 26,260 4,926 21,333 

 

 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) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

有形固定 
資産 
その他 

18,700 12,279 6,421 

合計 18,700 12,279 6,421 

 
   なお、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。 

なお、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。 

   なお、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 

１年内 1,500千円 

１年超 ―千円 

 計 1,500千円 

   なお、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。 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 5,252千円 

１年超 16,081千円 

 計 21,333千円 

   なお、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。 

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 1,852千円 

１年超 4,568千円 

 計 6,421千円 

   なお、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 

支払リース料 3,448千円 

減価償却費 
相当額 

3,448千円 

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 3,939千円 

減価償却費 
相当額 

3,939千円 

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 5,935千円 

減価償却費 
相当額 

5,935千円 

 
 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。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

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はありません。 

 

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はありません。 

 

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) 
 

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 平成17年11月28日開催の取締役

会の決議に基づき、次のとおり新

株式を発行しております。 

(1) 募集方法 一般募集 

(2) 発行新株式数 普通株式 900,000株 

(3) 発行価格 
１株につき 
    1,624円00銭 

(4) 発行価額 
１株につき 
    1,540円25銭 

   この価額は当社が引受人より

１株当たりの株式払込金として

受け取った金額であります。な

お、発行価格と発行価額との差

額の総額は、引受人の手取金と

なります。 
(5) 発行価額の 
  総額 

1,386,225千円 

(6) 資本組入額の 
  総額 

 693,900千円 

(7) 払込期日 平成17年12月14日 

(8) 配当起算日 平成17年10月１日 

(9) 資金の使途  

全額を設備投資に充当する予定であ

ります。 

  この増資により、平成17年12月

14日に発行済株式総数が900,000

株、資本金が693,900千円、資本

準備金が692,325千円増加し、そ

の結果、発行済株式総数が、

10,933,080 株 、 資 本 金 が

2,683,092千円、資本準備金が

2,798,079千円となっておりま

す。 

  上記の新株式発行については、

平成17年11月28日付で有価証券届

出書、平成17年12月６日付で有価

証券届出書の訂正届出書をそれぞ

れ近畿財務局に提出しておりま

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) 

２ 平成17年11月28日開催の取締役

会の決議において、オーバーアロ

ットメントによる当社株式の売出

し(野村證券株式会社が当社株主

から100,000株を上限として借入

れる当社普通株式の売出し)に関

連して、第三者割当増資(以下

「本件第三者割当増資」とい

う。)を行うことを決議しており

ます。ただし、当該オーバーアロ

ットメントによる売出しの売出株

式数が需要状況により減少し又は

売出しそのものが全く行われない

場合があります。また、野村證券

株式会社がシンジケートカバー取

引又は安定操作取引を行う場合、

当該取引により買い付けた当社株

式の全部又は一部を当該借り入れ

た株式の返却に充当する場合があ

ります。そのため、本件第三者割

当増資における発行数の全部又は

一部につき申し込みが行われず、

その結果、失権により本件第三者

割当増資における最終的な発行数

がその限度で減少し、又は発行そ

のものが全く行われない場合があ

ります。 

(1) 発行新株式数 普通株式 100,000株 

(2) 発行価格 
１株につき 
    1,540円25銭 

(3) 発行価額 
１株につき 
    1,540円25銭 

(4) 発行価額の 
  総額 

154,025千円 

(5) 資本組入額の 
  総額 

 77,100千円 

(6) 払込期日 平成18年１月11日 

(7) 配当起算日 平成17年10月１日 

(8) 割当先及び 
  株式数 

野村證券株式会社 
     100,000株 

(9) 資金の使途  

全額を設備投資に充当する予定であ

ります。 

  上記の株式売出しについては、

平成17年11月28日付で有価証券届

出書、平成17年12月６日付で有価

証券届出書の訂正届出書をそれぞ

れ近畿財務局に提出しておりま

す。 

  

 


