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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）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 18,048 (0.5) 177 (△132.8) 268 (△170.9)

17年９月中間期 17,962 (3.6) △541 (△249.3) △378 (△168.7)

18年３月期 37,041 △160 413

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 120 (△132.7) 7 99

17年９月中間期 △369 (△210.9) △24 51

18年３月期 308 19 23

（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 15,133,259株 17年９月中間期 15,082,941株 18年３月期 15,079,714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 （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 37,551 15,050 40.1 971 51

17年９月中間期 35,766 14,334 40.1 950 60

18年３月期 37,358 14,993 40.1 993 45

（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 15,491,948株 17年９月中間期 15,079,009株 18年３月期 15,073,938株

２．期末自己株式数 18年９月中間期 41,284株 17年９月中間期 454,223株 18年３月期 459,294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 36,000 870 500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　  32円　27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 　－ 12.0 12.0

19年3月期（実績） 　－ －
12.0

19年3月期（予想） － 12.0

※　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。
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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 2,959 2,507 2,723

２．受取手形 3,358 4,037 4,256

３．売掛金 11,237 11,765 12,588

４．有価証券 76 76 76

５．たな卸資産 3,711 3,682 3,605

６．繰延税金資産 178 193 195

７．その他 628 620 520

    貸倒引当金 － △32 －

流動資産合計 22,148 61.9 22,850 60.9 23,967 64.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物
※２
※３

1,663 1,578 1,603

(2) 機械及び装置
※２
※３

1,490 1,482 1,498

(3）土地 ※２ 1,621 1,621 1,621

(4) その他
※２
※３

854 767 740

有形固定資産合計 5,630 15.8 5,450 14.5 5,463 14.6

２．無形固定資産 41 0.1 41 0.1 39 0.1

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 6,948 8,161 6,886

(2）その他 996 1,070 999

投資損失引当金 －  △24  －  

投資その他の資産
合計

7,945 22.2 9,208 24.5 7,886 21.1

固定資産合計 13,617 38.1 14,700 39.1 13,390 35.8

資産合計 35,766 100.0 37,551 100.0 37,358 100.0
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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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 10,292 9,221 10,135

２．買掛金 2,622 2,338 2,492

３．短期借入金 1,897 3,730 2,586

４．未払法人税等 21 58 142

５．賞与引当金 340 337 325

６．役員賞与引当金 － 9 －

７．その他 ※４ 611 697 657

流動負債合計 15,786 44.1 16,392 43.7 16,339 43.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 5,134 5,412 5,272

２．役員退職慰労引当金 261 254 292

３．退職給付引当金 4 － －

４．債務保証損失引当金 20 20 20

５．投資損失引当金 － － 24

６．繰延税金負債 225 420 416

固定負債合計 5,645 15.8 6,108 16.3 6,025 16.1

負債合計 21,431 59.9 22,500 59.9 22,364 59.9
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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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,858 5.2 － － 1,858 5.0

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 1,798 － 1,798

資本剰余金合計 1,798 5.0 － － 1,798 4.8

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 354 － 354

２．任意積立金 9,703 － 9,703

３．中間（当期）未処分
利益

42 － 719

利益剰余金合計 10,099 28.3 － － 10,776 28.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

818 2.3 － － 802 2.2

Ⅴ　自己株式 △240 △0.7 － － △244 △0.7

資本合計 14,334 40.1 － － 14,993 40.1

負債・資本合計 35,766 100.0 － － 37,358 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 － － 1,858 5.0 － －

　２．資本剰余金

　 (1)　資本準備金 － 1,798 －

　 (2)　その他資本剰余
　　　　金

－ 22 －

　 　 資本剰余金合計 － － 1,820 4.9 － －

　３．利益剰余金

　 (1)　利益準備金 － 354 －

　 (2)　その他利益剰余
　　　　金

　　　別途積立金 － 9,803 －

　　　繰越利益剰余金 － 541 －

　　利益剰余金合計 － － 10,698 28.5 － －

　４．自己株式 － － △21 △0.1 － －

　　　株主資本合計 － － 14,356 38.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券
　　　評価差額金

－ － 694 1.8 － －

　　評価・換算差額等
　　合計   － －  694 1.8  － －

　　純資産合計   － －  15,050 40.1  － －

　　負債純資産合計   － －  37,551 100.0  － －
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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 17,962 100.0 18,048 100.0 37,041 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１ 16,788 93.5 16,306 90.3 33,983 91.7

売上総利益 1,174 6.5 1,742 9.7 3,057 8.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,716 9.5 1,565 8.7 3,218 8.7

営業利益 － － 177 1.0 － －

営業損失 541 △3.0 － － 160 △0.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 6 3 12

２．受取配当金 50 50 327

３．為替差益 142 78 324

４．その他 43 242 1.3 58 191 1.1 108 773 2.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 44 52 92

２．その他 34 79 0.4 47 100 0.6 107 199 0.5

経常利益 － － 268 1.5 413 1.1

経常損失 378 △2.1 － － － －

Ⅵ　特別利益 ※２ 0 0.0 2 0.0 244 0.7

Ⅶ　特別損失
※３
※４

154 0.9 20 0.1 183 0.5

税引前中間（当
期）純利益

－ － 250 1.4 473 1.3

税引前中間純損失 533 △3.0 － － － －

法人税、住民税及
び事業税

5 50 151

法人税等調整額 △169 △163 △0.9 78 129 0.7 14 165 0.5

中間（当期）純利
益

－ － 120 0.7 308 0.8

中間純損失 369 △2.1 － － － －

前期繰越利益 411 421 411

中間（当期）未処
分利益

42 541 719
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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

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

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

　　　　　　 （百万円）
1,858 1,798  1,798 354 9,703 719 10,776 △244 14,190

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）       △180 △180  △180

役員賞与（注）       △18 △18  △18

別途積立金の積立(注）      100 △100   －

中間純利益       120 120  120

自己株式の取得         △1 △1

自己株式の処分   22 22     223 245

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　　　　 （百万円）
－ － 22 22 － 100 △178 △78 222 166

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
1,858 1,798 22 1,820 354 9,803 541 10,698 △21 14,356

評価・換算差額等

純資産合計有価証券
評価

 　差額金

評価
換算

    差額

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
802 802 14,993

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △180

役員賞与（注）   △18

別途積立金の積立(注）   －

中間純利益   120

自己株式の取得   △1

自己株式の処分   245

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△108 △108 △108

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （百万円）
△108 △108 57

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
694 694 15,050

 　(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

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

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）

満期保有目的の債券

同左

満期保有目的の債券

同左

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社及び関連会社株式

同左

子会社及び関連会社株式

同左

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

り算定しております。）

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

法により算定しております。）

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

り算定しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、債券については償却原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ取引

時価法

(2）デリバティブ取引

同左

(2）デリバティブ取引

同左

(3）たな卸資産

製品及び仕掛品

先入先出法による原価法

(3）たな卸資産

製品及び仕掛品

同左

(3）たな卸資産

製品及び仕掛品

同左

原材料

移動平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

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

　ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物付属設備は除く）

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

同左

建物 ７～50年

機械装置 10年

　なお、10万円以上20万円未満の資

産については、３年間で均等償却す

る方法を採用しております。

(2）無形固定資産

定額法

　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）に基づく定額法を

採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用 

定額法

  なお、償却期間については、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。

(3）長期前払費用 

同左

(3）長期前払費用 

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）

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、一般債権について貸倒実績率によ

り回収不能見込額を計上しております。

なお、当中間会計期間に計上すべき

額はありません。

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、一般債権について貸倒実績率によ

り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

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権について貸倒実績率に

より回収不能見込額を計上しておりま

す。

なお、当期に計上すべき額はありま

せん。

(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、支給見込額に基づき計

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  

 　 役員に対して支給する賞与の支出に充

　てるため、当事業年度における支給見込

　額のうち当中間会計期間負担額を計上し

　ております。

　(会計方針の変更)

　　 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。

 　 これにより営業利益、経常利益及び税 

  引前中間純利益は、それぞれ9百万円減少

  しております。 

 　　　　　──────

 

 

 

(3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく中間期末要支給額を計上

しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(4）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

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。

数理計算上の差異については、各期

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（10年）による

按分額をそれぞれ発生の翌期より費用

処理しております。

(5）退職給付引当金

　　　　 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

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、当事業年

度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。

　数理計算上の差異については、各期

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（10年）による

按分額をそれぞれ発生の翌期より費用

処理しております。

(5) 債務保証損失引当金

　　　　債務保証等に係る損失に備えるため、

被保証者の財政状態を勘案し、損失見

込額を計上しております。

(6) 債務保証損失引当金

同左

(5) 債務保証損失引当金

同左

 　　　　　──────

 

(7) 投資損失引当金 

投資について将来発生する可能性が

ある損失に備えるために、投資先の財

政状態を勘案し、必要と認められる額

を計上しております。 

(6) 投資損失引当金 

 　　 同左

 

 

 

（追加情報） 

  当会計年度に投資先への投資に係る損失

に備える必要性が生じたため、当該会社の

財政状態を勘案して必要額を計上しており

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）

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．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

５．ヘッジ会計の方法 

 (1）ヘッジ会計の方法

為替予約

　為替予約については振当処理の要件

を満たす場合は振当処理を行っており

ます。

為替予約

同左

為替予約

同左

金利スワップ

　金利スワップについて特例処理の要

件を満たしておりますので、特例処理

を行っております。

金利スワップ

同左

金利スワップ

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引（為替予約及び金

利スワップ取引）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

外貨建売上取引に係る債権及び借入

金に係る金利

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

為替予約

　為替予約は、将来の為替リスクを回

避することを目的としており、投機的

な取引は行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針

為替予約

同左

(3）ヘッジ方針

為替予約

同左

金利スワップ

　金利の変動に伴うリスクの軽減を目

的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

金利スワップ

同左

金利スワップ

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

為替予約

　為替予約は、リスク管理方針に従っ

て米ドル及びユーロ建の外貨建債権残

高の範囲内の金額で回収期日とほぼ同

一期日の為替予約契約を締結しており、

予約の締結時に当該予約を対象債権に

それぞれ振当てているため、その後の

為替相場の変動に対するヘッジの効果

は完全に確保されており、ヘッジ会計

の要件を満たしております。なお、中

間決算日における有効性の評価は省略

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

為替予約

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

為替予約

　為替予約は、リスク管理方針に従っ

て米ドル及びユーロ建の外貨建債権残

高の範囲内の金額で回収期日とほぼ同

一期日の為替予約契約を締結しており、

予約の締結時に当該予約を対象債権に

それぞれ振当てているため、その後の

為替相場の変動に対するヘッジの効果

は完全に確保されており、ヘッジ会計

の要件を満たしております。なお、決

算日における有効性の評価は省略して

おります。

金利スワップ

特例処理の要件を満たしているため有

効性の判定を省略しております。

金利スワップ

　 同左

金利スワップ

　 同左

　 (5)その他リスク管理方法のうちヘッジ会計

に係るもの

デリバティブ取引に関する社内規定

に基づき取引を行っております。

　 (5)その他リスク管理方法のうちヘッジ会計

に係るもの

同左

　 (5)その他リスク管理方法のうちヘッジ会計

に係るもの

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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

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

消費税等の会計処理

　同左

６．その他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

　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）

(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)

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

141百万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

当該資産の金額から直接控除しており

ます。

 

 

 

当会計年度から「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。　　

これにより税引前当期純利益が

141百万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当該

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15,050百万円であります。  

 　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と

 もない、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　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

15,583百万円       16,042百万円       15,942百万円

※２　担保資産 ───── ※２　担保資産

(1)担保提供資産（工場財団根抵当権）  　(1)担保提供資産（工場財団根抵当権）

土地 734百万円

建物 1,157

機械及び装置 1,489

その他 667

計 4,048

土地    734百万円

建物 1,160

機械及び装置 1,497

その他 527

計 3,919

(2)担保資産に対応する債務  (2)担保資産に対応する債務

長期借入金 260百万円

上記金額は根抵当権に対応する金額

であります。

長期借入金    210百万円

上記金額は根抵当権に対応する金額

であります。

　偶発債務 　偶発債務 　偶発債務

　下記の関係会社の金融機関借入金等に対し

て債務保証を行っております。

　下記の関係会社の金融機関借入金等に対し

て債務保証を行っております。

　下記の関係会社の金融機関借入金等に対し

て債務保証を行っております。

信濃機工㈱ 100百万円

オグラＳ．Ａ．Ｓ． 1,348

(9,800千EUR)

㈱エー・アール・シー 10

オグラクラッチ・マレー

シアＳＤＮ．ＢＨＤ．

32

(1,097千RM)

小倉離合機(東莞)有限公

司

342

(3,000千USD)

信濃機工㈱    100百万円

オグラＳ．Ａ．Ｓ． 1,482

(     9,800千EUR)

㈱エー・アール・シー 10

オグラクラッチ・マレー

シアＳＤＮ．ＢＨＤ．

18

(     601千RM)

小倉離合機(東莞)有限公

司

356

(     3,000千USD)

信濃機工㈱    100百万円

オグラＳ．Ａ．Ｓ． 1,413

(     9,800千EUR)

㈱エー・アール・シー 10

オグラクラッチ・マレー

シアＳＤＮ．ＢＨＤ．

26

(     854千RM)

小倉離合機(東莞)有限公

司

355

(     3,000千USD)

受取手形割引高 2,900百万円

債権譲渡した売掛債権の

残高
800

受取手形割引高      2,250百万円

債権譲渡した売掛債権の

残高
600

受取手形割引高      2,340百万円

債権譲渡した売掛債権の

残高
700

※３　圧縮記帳額

　直接減額方式による圧縮記帳額は、保

険差益の圧縮記帳額であり、その内訳は

次のとおりであります。

※３　圧縮記帳額

　直接減額方式による圧縮記帳額は、保

険差益の圧縮記帳額であり、その内訳は

次のとおりであります。

※３　圧縮記帳額

　直接減額方式による圧縮記帳額は、保

険差益の圧縮記帳額であり、その内訳は

次のとおりであります。

建物 9百万円

機械及び装置 25

その他 1

（工具器具備品）

計 37

建物  9百万円

機械及び装置 25

その他 1

（工具器具備品）

計 37

建物 9百万円

機械及び装置 25

その他 1

（工具器具備品）

計 37

─────

 

　　　中間会計期間末日満期手形の会計処理

　　については、満期日に決済が行われたも

　　のとして処理しております。

　　　なお、当中間会計期間末日が金融機関

　　の休日であったため、次の期末日満期手

　　形を満期日に決済が行われたものとして

　　処理しております。

　　　受取手形　　　　　　　　507百万円

　　　割引手形　　　　　　　　750百万円　

　

─────

※４　消費税等の取り扱い

仮払消費税等及び預り消費税等は、

相殺の上、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。

※４　消費税等の取り扱い

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　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産 382百万円

無形固定資産 2

有形固定資産    359百万円

無形固定資産 3

有形固定資産    821百万円

無形固定資産 5

※２　特別利益の主要項目 ※２　特別利益の主要項目 ※２　特別利益の主要項目

固定資産売却益 　　 0百万円 固定資産売却益 　　2百万円 投資有価証券売却益 　　243百万円

※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目

減損損失 141百万円

固定資産除却損 10

固定資産売却損 2

会員権評価損 0

固定資産除却損 11百万円

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 　8 

  

減損損失  141百万円

固定資産除却損 15

固定資産売却損 2

投資損失引当金繰入額 24

※４　減損損失

　　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ておりま

す。

─────

　

※４　減損損失

　　当会計年度において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

第三工場
(群馬県桐生
市)

マイクロク
ラッチの製造
設備

土地、建物、
機械装置等

場所 用途 種類

第三工場
(群馬県桐生
市)

マイクロク
ラッチの製造
設備

土地、建物、
機械装置等

減損損失の算定にあたっては、当社は主

に事業所を単位として資産のグルーピング

を行っております。

 減損損失の算定にあたっては、当社は主

に事業所を単位として資産のグルーピング

を行っております。

当社第三工場で生産するマイクロクラッ

チのうち、ＯＡ業界向け小型マイクロクラッ

チの価格低下により収益性が低下したため、

同製品を製造する第三工場に係る資産グルー

プを回収可能価額まで減額し、当該減少額

141百万円を減損損失として特別損失に計上

いたしました。減損損失の内訳は、土地141

百万円であります。

 当社第三工場で生産するマイクロクラッ

チのうち、ＯＡ業界向け小型マイクロクラッ

チの価格低下により収益性が低下したため、

同製品を製造する第三工場に係る資産グルー

プを回収可能価額まで減額し、当該減少額

141百万円を減損損失として特別損失に計上

いたしました。減損損失の内訳は、土地141

百万円であります。

なお、当該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、回収

可能価額を正味売却価額により測定する場

合の時価について、土地及び建物は不動産

鑑定士による鑑定評価額により、機械装置

等については合理的な見積により、それぞ

れ算定しております。

 なお、当該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、回収

可能価額を正味売却価額により測定する場

合の時価について、土地及び建物は不動産

鑑定士による鑑定評価額により、機械装置

等については合理的な見積により、それぞ

れ算定しております。
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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

（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） 459 1 420 39

 　　　　合計 459 1 420 39

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　　普通株式の自己株式の株式数の減少420千株は、売却による減少であります。
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①　リース取引

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

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

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

減価償却

累計額相

当額

中間期末残

高相当額

百万円 百万円 百万円

機械装置

及び運搬

具

2,831 1,768 1,062

その他 131 94 37

合計 2,962 1,863 1,099

取得価額

相当額

減価償却

累計額相

当額

中間期末残

高相当額

百万円 百万円 百万円

機械装置

及び運搬

具

2,331 1,433 897

その他 110 83 27

合計 2,441 1,517 924

取得価額

相当額

減価償却

累計額相

当額

期末残高相

当額

百万円 百万円 百万円

機械装置

及び運搬

具

2,464 139 2,603

その他 1,491 112 1,603

合計 972 27 999

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年以内 370百万円

１年超 787

合計 1,158

１年以内    388百万円

１年超 577

合計 965

１年以内    328百万円

１年超 717

合計 1,045

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 242百万円

減価償却費相当額 217

支払利息相当額 14

支払リース料    193百万円

減価償却費相当額 182

支払利息相当額 12

支払リース料    462百万円

減価償却費相当額 414

支払利息相当額 28

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

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　減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

（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）

　該当事項はありません。
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