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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15日 

 

 上 場 会 社 名          ＫＴＣ（京都機械工具株式会社） 上 場 取 引 所          大証第２部 

 コ ー ド 番 号          ５９６６ 本社所在都道府県          京都府 

 （ ＵＲＬ http://www.kyototool.co.jp/ ） 

 代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 宇城 邦英 

 問合せ責任者 役職名 経理部長     氏名 神野 敬司  ＴＥＬ（０７７４）４６－３７００ 

 決算取締役会開催日 平成18年11月15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 ◎ 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 4,599 △0.7 193 11.7 241 6.2 

17年９月中間期 4,631 9.6 172 188.9 227 129.9 

18年３月期 9,437 373  572  

 

 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 151 － 11.77   

17年９月中間期 △1,462 － △111.64   

18年３月期 △1,039  △80.13   

 （注）①期中平均株式数 18年９月中間期 12,852,174株 17年９月中間期 13,099,321 株 18年３月期 12,976,354 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 14,820 8,215 55.4 639.26 

17年９月中間期 14,712 7,706 52.4 599.42 

18年３月期 15,448 8,270 53.5 643.54 

 （注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 12,852,056 株 17年９月中間期 12,856,541 株 18年３月期 12,852,366 株 

    ②期末自己株式数 18年９月中間期  1,385,122 株 17年９月中間期  1,380,637 株 18年３月期  1,384,812 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 10,300 770 450   

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     35 円 01 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 － 6.00 6.00  

19年３月期(実績) － －  

19年３月期(予想) － 10.00 
10.00 

 

 

 ※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、実際の業績は、今後様々な要因によっ  

  て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 

(1）【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  1,197,379 1,199,642 1,378,969 

２．受取手形  1,351,374 1,275,228 1,319,996 

３．売掛金  2,350,923 2,034,783 2,411,763 

４．有価証券  629,691 － － 

５．たな卸資産  1,980,179 2,212,877 2,099,270 

６．繰延税金資産  119,388 189,208 261,776 

７．未収収益  15,905 5,389 11,415 

８．関係会社短期貸付
金 

 50,000 － 50,000 

９．その他  63,669 138,578 132,345 

貸倒引当金  △36,168 △2,748 △37,766 

流動資産合計   7,722,343 52.5 7,052,960 47.6  7,627,771 49.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物 ※2,3 1,715,616 1,683,819 1,675,556 

(2）機械及び装置 ※３ 610,554 709,630 648,475 

(3）土地 ※２ 1,405,071 1,648,956 1,612,651 

(4）その他  369,878 330,943 371,165 

有形固定資産合計  4,101,120 27.9 4,373,349 29.5 4,307,849 27.9

２．無形固定資産    

(1）電話加入権  2,198 2,198 2,198 

(2）ソフトウエア  2,043 1,234 1,619 

無形固定資産合計  4,241 0.0 3,433 0.0 3,817 0.0

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券及
び関係会社株式 

 2,340,165 2,825,320 3,020,431 

(2）関係会社長期貸
付金 

 986,000 315,000 323,000 

(3）繰延税金資産  220,733 192,078 151,434 

(4）その他  451,058 492,450 429,466 

貸倒引当金  △1,112,816 △434,197 △415,199 

投資その他の資産
合計 

 2,885,140 19.6 3,390,652 22.9 3,509,133 22.7

固定資産合計   6,990,502 47.5 7,767,435 52.4  7,820,800 50.6

資産合計   14,712,846 100.0 14,820,395 100.0  15,448,572 100.0
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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  134,626 112,006 80,663 

２．買掛金  633,377 632,133 699,544 

３．短期借入金  3,400,000 2,900,000 3,400,000 

４．未払法人税等  34,722 14,808 11,742 

５．賞与引当金  224,000 227,000 216,000 

６．その他 ※５ 572,893 744,698 754,353 

流動負債合計   4,999,619 34.0 4,630,647 31.3  5,162,304 33.4

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  1,446,090 1,441,036 1,464,455 

２．役員退職未払金  153,935 144,375 153,935 

３．その他 ※２ 406,682 388,546 396,885 

固定負債合計   2,006,708 13.6 1,973,959 13.3  2,015,276 13.1

負債合計   7,006,327 47.6 6,604,606 44.6  7,177,580 46.5

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,032,088 7.0 － －  1,032,088 6.7

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  2,562,439 － 2,562,439 

資本剰余金合計   2,562,439 17.4 － －  2,562,439 16.6

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  258,022 － 258,022 

２．任意積立金  5,208,439 － 5,208,439 

３．中間（当期）未処
分利益（△未処理
損失） 

 △1,319,521 － △896,928 

利益剰余金合計   4,146,939 28.2 － －  4,569,532 29.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  379,975 2.6 － －  523,841 3.4

Ⅴ 自己株式   △414,924 △2.8 － －  △416,910 △2.7

資本合計   7,706,518 52.4 － －  8,270,991 53.5

負債資本合計   14,712,846 100.0 － －  15,448,572 100.0
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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   － － 1,032,088 7.0  － －

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 2,562,439 － 

資本剰余金合計   － － 2,562,439 17.3  － －

３ 利益剰余金    

(1）利益準備金  － 258,022 － 

(2）その他利益剰余
金 

   

退職給与積立金  － 50,000 － 

配当積立金  － 100,000 － 

土地買換積立金  － 51,414 － 

固定資産圧縮積
立金 

 － 219,777 － 

別途積立金  － 3,750,000 － 

繰越利益剰余金  － 214,418 － 

利益剰余金合計   － － 4,643,633 31.3  － －

４ 自己株式   － － △417,051 △2.8  － －

株主資本合計   － － 7,821,109 52.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  － － 394,679 2.6  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 394,679 2.6  － －

純資産合計   － － 8,215,789 55.4  － －

負債純資産合計   － － 14,820,395 100.0  － －
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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   4,631,539 100.0 4,599,698 100.0  9,437,368 100.0

Ⅱ 売上原価   3,330,688 71.9 3,277,811 71.3  6,816,442 72.2

売上総利益   1,300,851 28.1 1,321,886 28.7  2,620,926 27.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,128,016 24.4 1,128,793 24.5  2,247,065 23.8

営業利益   172,834 3.7 193,093 4.2  373,860 4.0

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息及び配当
金 

 63,390 57,549 155,933 

２．その他  36,230 99,620 2.2 22,506 80,055 1.7 111,132 267,066 2.8

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  20,774 18,799 36,724 

２．有価証券売却損  15,922 － 17,705 

３．支払手数料  － 7,285 － 

４．その他  8,005 44,702 1.0 5,183 31,267 0.6 13,784 68,215 0.7

経常利益   227,752 4.9 241,881 5.3  572,711 6.1

Ⅵ 特別利益 ※１  11,032 0.2 16,708 0.4  10,038 0.1

Ⅶ 特別損失 ※２,３  1,416,321 30.6 3,368 0.1  1,503,414 15.9

税引前中間(当期)
純利益（△損失） 

  △1,177,536 △25.5 255,221 5.6  △920,663 △9.7

法人税、住民税及
び事業税 

 30,275 5,202 14,492 

法人税等調整額  254,563 284,838 6.1 98,804 104,006 2.3 104,626 119,118 1.3

中間(当期)純利益
（△損失） 

  △1,462,374 △31.6 151,215 3.3  △1,039,781 △11.0

前期繰越利益   142,852 3.1 － －  142,852

中間（当期）未処
分利益（△未処理
損失） 

  △1,319,521 △28.5 － －  △896,928
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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
資本準備
金 

利益準
備金 

退職
給与
積立
金 

配当積
立金 

土地買
換積立
金

別途積立金
固定資産
圧縮積立

金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式
株主資
本合計

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

1,032,088 2,562,439 258,022 50,000 100,000 51,414 4,750,000 257,024 △896,928 4,569,532 △416,910 7,747,149

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円） 
（注） 

 △77,114 △77,114 △77,114

中間純利益（千円）  151,215 151,215 151,215

自己株式の取得(千円）   － △141 △141

固定資産圧縮積立金の
取崩（前期分）（千
円） 

 △32,375 32,375 － －

固定資産圧縮積立金の
取崩（当中間分）（千
円） 

 △4,871 4,871 － －

別途積立金の取崩（前
期分）（千円） 

 △1,000,000 1,000,000 － －

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）（千円） 

  － －

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － － － － △1,000,000 △37,246 1,111,347 74,101 △141 73,960

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

1,032,088 2,562,439 258,022 50,000 100,000 51,414 3,750,000 219,777 214,418 4,643,633 △417,051 7,821,109

 

評価・換算差額等 

 
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） 523,841 523,841 8,270,991

中間会計期間中の変動額 

剰余金の配当（千円）（注） △77,114

中間純利益（千円） 151,215

自己株式の取得（千円） △141

固定資産圧縮積立金の取崩（前期分）
（千円） 

－

固定資産圧縮積立金の取崩（当中間
分）（千円） 

－

別途積立金の取崩（前期分）（千円） －

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額）（千円） 

△129,162 △129,162 △129,162

中間会計期間中の変動額合計（千円） △129,162 △129,162 △55,202

平成18年９月30日 残高（千円） 394,679 394,679 8,215,789

（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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 満期保有目的債券 満期保有目的債券 満期保有目的債券 

 償却原価法（定額法） 同左 同左 

 子会社株式 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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、売却原価は主

として移動平均法により

算定) 

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

主として移動平均法によ

り算定) 

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、売却原価は主とし

て移動平均法により算

定) 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 評価基準 同左 同左 

 原価法   

 評価方法   

 製品、仕掛品及び原材料は

総平均法、商品及び貯蔵品

は 終仕入原価法 

  

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法によっております。 

 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)については定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物        ７～50年

機械及び装置    ７～12年

工具・器具及び備品 ２～15年

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法によっております。な

お、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

同左 同左 

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

に回収可能性を検討し回収不能

見込額を計上しております。 

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） 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間期の負担

額を計上しております。 

同左  従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当期の負担額を

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、当中間期末において発生し

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、各事業年度の発生時の翌事

業年度に一括費用処理すること

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、その発生時に

一括費用処理しております。数

理計算上の差異は、各事業年度

の発生時の翌事業年度に一括費

用処理することとしておりま

す。 

 （追加情報） 

  平成17年10月に適格退職年金

制度について、確定拠出年金及

び退職一時金制度へ移行し、

「退職給付間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準適用

指針第1号）を適用しておりま

す。 

 本移行に伴う影響額として、

67,476千円を特別損失に計上し

ております。 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  当中間会計期間において、役

員退職慰労金制度を廃止しまし

た。これに伴い「役員退職慰労

引当金」を取崩し、特別退職金

を加えた157,583千円のうち、

当中間会計期間末における未払

い分153,935千円については、

「役員退職未払金」として表示

しております。 

─────  当事業年度において、役員退

職慰労金制度を廃止しました。

これに伴い「役員退職慰労引当

金」を取崩し、特別退職金を加

えた157,583千円のうち、当事

業年度末における未払い分

153,935千円については、「役

員退職未払金」として表示して

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。 

同左  外貨建金銭債権債務は決算日の

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。 

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 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、為替予約が付され

ている外貨建金銭債務について

は、振当処理を行っておりま

す。さらに、特例処理の要件を

満たす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 同左 

 (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 

 ヘッジ手段 同左 同左 

  デリバティブ取引(為替予

約取引、通貨スワップ取引及

び金利スワップ取引) 

  

 ヘッジ対象   

  相場変動等による損失の可

能性があり、相場変動等が評

価に反映されていないもの及

びキャッシュ・フローが固定

されその変動が回避されるも

の 

  

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  将来の為替、金利の変動に

よるリスク回避のためにヘッ

ジを行っております。 

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 

  ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累

計と、ヘッジ手段の相場変動

又はキャッシュ・フロー変動

の累計とを比較し、これらの

変動額を基礎として判断して

おります。 

 ただし、為替予約について

は、外貨建金銭債務に同一通

貨建てによる同一金額で同一

期日の為替予約を振り当てて

いるため、有効性の判定を省

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 

① 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、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 

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） 

 ② 法人税、住民税及び事業

税の計上基準 

② 法人税、住民税及び事業

税の計上基準 

───── 

  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り

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。 

 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

積立金の取り崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る金

額を計算しております。 

 

 

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

774,149千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

773,464千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8,215,789千円でありま

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、中間財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表規則によ

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．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

7,285,858千円 7,472,988千円 7,345,738千円

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

 担保に供している資産は次の

とおりであります。 
 

建物 190,532千円

土地 28,854 

計 219,387 
  

 
建物 181,047千円

土地 236,434 

計 417,482 
  

 
建物 185,617千円

土地 236,434 

計 422,052 
  

 担保付債務は次のとおりであ

ります。 

 担保付債務は次のとおりであ

ります。 

 担保付債務は次のとおりであ

ります。 
 

預り保証金（固定負債「その
他」に含む） 

 87,048千円

受入建設協力金（固定負債
「その他」に含む） 

 153,932 

計 240,980 
  

 
預り保証金（固定負債「その
他」に含む） 

 87,048千円

受入建設協力金（固定負債
「その他」に含む） 

 139,190 

計 226,238 
  

 
預り保証金（固定負債「その
他」に含む） 

 87,048千円

受入建設協力金（固定負債
「その他」に含む） 

 146,574 

計 233,622 
  

※３．  ────── ※３．当期において国庫補助金の受

入れにより、固定資産の圧縮

記帳を行いました。 

なお、圧縮記帳の実施による

取得価格の減額は次のとおり

であります。 

機械及び装置      61,000千円 

建物         1,250千円 

※３．当期において国庫補助金の受

入れにより、固定資産の圧縮

記帳を行いました。 

なお、圧縮記帳の実施による

取得価格の減額は次のとおり

であります。 

機械及び装置       1,425千円 

工具・器具及び備品 17,025千円 

 ４．保証債務  ４．保証債務  ４．保証債務 

 下記連結子会社の金融機関借

入金に対して債務保証を行って

おります。 

 下記連結子会社の金融機関借

入金に対して債務保証を行って

おります。 

 下記連結子会社の金融機関借

入金に対して債務保証を行って

おります。 
 

北陸ケーティシーツール㈱ 

 83,950千円

計 83,950 
  

 
北陸ケーティシーツール㈱ 

 64,606千円

計 64,606 
  

 
北陸ケーティシーツール㈱ 

 109,278千円

計 109,278 
  

 上記のほか、下記連結子会社

の金融機関借入金に対して経営

指導念書の差入を行っておりま

す。 

 上記のほか、下記連結子会社

の金融機関借入金に対して経営

指導念書の差入を行っておりま

す。 

 上記のほか、下記連結子会社

の金融機関借入金に対して経営

指導念書の差入を行っておりま

す。 
 

福清京達師工具有限公司 

 100,000千円
  

 
福清京達師工具有限公司 

 100,000千円
  

 
福清京達師工具有限公司 

 100,000千円
  

※５．消費税等の表示方法 ※５．消費税等の表示方法 ────── 

 仮払消費税と仮受消費税を相

殺し、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

同左  
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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 
 

貸倒引当金戻入益 11,032千円
  

 
貸倒引当金戻入益 16,019千円

  

  
貸倒引当金戻入益 10,038千円

  
※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 

固定資産売却除却損 固定資産売却除却損 固定資産売却除却損 
 

固定資産除却損 4,703千円

計 4,703 

投資有価証券評価
損 

3,999千円

関係会社貸倒引当
金繰入額 

608,000千円

減損損失 774,834千円
  

 
固定資産除却損 3,368千円

計 3,368 

 

 

 
  

 
固定資産除却損 18,295千円

計 18,295 

投資有価証券評価
損 

3,999千円

関係会社貸倒引当
金繰入額 

410,000千円

減損損失 774,834千円
  

※３．減損損失 ※３．減損損失 ※３．減損損失 

 当社は以下の資産について減

損損失を計上しております。 
────── 

 当社は以下の資産について減

損損失を計上しております。 
 

用途 種類 場所 

賃貸用 
不動産 

建物 
土地 

東京都 
大田区 

賃貸用 
不動産 

建物 
土地 

埼玉県 
さいたま市 

遊休 
資産 

土地 
大分県 
日出町 

  

  
用途 種類 場所 

賃貸用 
不動産 

建物 
土地 

東京都 
大田区 

賃貸用 
不動産 

建物 
土地 

埼玉県 
さいたま市

遊休 
資産 

土地 
大分県 
日出町 

  
 当社は、賃貸用不動産及び遊

休資産については物件ごとに資

産のグルーピングを行い、それ

以外の資産については投資の意

思決定単位である事業部門単位

によりグルーピングを行ってお

ります。その結果、地価の継続

的な下落等により、時価の著し

い下落が見られた賃貸用不動産

及び遊休資産について帳簿価格

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（774,834

千円）として特別損失に計上し

ております。 

 その内訳は、建物39,460千

円、土地735,374千円でありま

す。 

 尚、当該資産の回収可能価額

は正味売却価額により測定して

おります。 

 時価の算定は鑑定評価額等に

よっており、売却や他への転用

が困難な資産は０円としており

ます。 

  当社は、賃貸用不動産及び遊

休資産については物件ごとに資

産のグルーピングを行い、それ

以外の資産については投資の意

思決定単位である事業部門単位

によりグルーピングを行ってお

ります。その結果、地価の継続

的な下落等により、時価の著し

い下落が見られた賃貸用不動産

及び遊休資産について帳簿価格

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（774,834

千円）として特別損失に計上し

ております。 

 その内訳は、建物39,460千

円、土地735,374千円でありま

す。 

 尚、当該資産の回収可能価額

は正味売却価額により測定して

おります。 

 時価の算定は鑑定評価額等に

よっており、売却や他への転用

が困難な資産は０円としており

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 143,625千円

無形固定資産 187 
  

 
有形固定資産 150,506千円

無形固定資産 384 
  

 
有形固定資産 315,562千円

無形固定資産 611 
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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 

 
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） 1,384,812 310 － 1,385,122 

合計 1,384,812 310 － 1,385,122 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加310株は、単元未満株式の買取による増加であります。 
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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） 

１．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、減

損損失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、減

損損失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) 

機械及び装置 360,407 193,239 167,168 

工具・器具及
び備品 

193,964 125,188 68,776 

その他 135,924 65,878 70,045 

合計 690,295 384,305 305,989 

  

 

 

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)

機械及び装置 336,719 207,128 129,590

工具・器具及
び備品 

158,888 109,788 49,100

その他 157,950 85,755 72,194

合計 653,557 402,672 250,885

  

 

 

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)

機械及び装置 336,719 188,904 147,815

工具・器具及
び備品 

186,152 120,656 65,495

その他 149,484 79,696 69,787

合計 672,355 389,257 283,098

  
（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 

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 

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 100,164千円

１年超 205,825千円

合計 305,989千円
  

 
１年内 85,446千円

１年超 165,439千円

合計 250,885千円
  

 
１年内 95,635千円

１年超 187,463千円

合計 283,098千円
  

（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、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却費

相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却費

相当額及び減損損失 

(3）支払リース料及び減価償却費

相当額 

 
支払リース料 53,697千円

減価償却費相当
額 

53,697千円

  

 
支払リース料 47,567千円

減価償却費相当
額 

47,567千円

  

 
支払リース料 101,213千円

減価償却費相当
額 

101,213千円
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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） 

(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 

（減損損失について） （減損損失について） （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。 

同左 同左 

 

（有価証券関係） 

 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 599円42銭

１株当たり中間純損失 111円64銭
  

 
１株当たり純資産額 639円26銭

１株当たり中間純利益 11円77銭
  

 
１株当たり純資産額 643円54銭

１株当たり当期純損失 80円13銭
  

 なお、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。 

同左  なお、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。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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）純利益又は中間純損失
（△）（千円） 

△1,462,374 151,215 △1,039,781 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益又
は普通株式に係る中間純損失（△）
（千円） 

△1,462,374 151,215 △1,039,781 

普通株式の期中平均株式数（株） 13,099,321 12,852,174 12,976,354 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 


