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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）

(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 18,990 (　 2.6) 1,452 (　87.7) 1,469 (　72.5)

17年９月中間期 18,515 (　22.7) 773 (　24.3) 852 (　20.1)

18年３月期 37,455 1,614 1,654

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 817 ( 141.3) 35 63

17年９月中間期 338 (△26.4) 17 49

18年３月期 663 32 52

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 22,956,379株 17年９月中間期 19,375,226株 18年３月期 19,896,850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であります。

(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 37,171 21,901 58.8 949 67

17年９月中間期 40,434 17,434 43.1 869 52

18年３月期 37,827 19,246 50.9 904 98

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期  23,026,778株 17年９月中間期 20,050,602株 18年３月期 21,249,174株

②期末自己株式数 18年９月中間期 453株 17年９月中間期 568,080株 18年３月期   1,686株

２．平成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 40,500  2,150  1,150  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　49円94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 4.00 4.00 8.00

19年３月期（実績） 5.00 －
11.00

19年３月期（予想） － 6.00

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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(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 3,752,073 2,999,676 2,517,085

２　受取手形 ※5 633,933 250,659 363,580

３　売掛金 11,851,737 11,703,582 10,634,845

４　たな卸資産 2,419,914 3,179,010 2,068,446

５　短期貸付金 800,649 － 1,586,667

６　未収入金 1,757,075 13,244 945,363

７　前渡金 － 1,915,758 1,203,646

８　その他  1,532,217 430,809 1,048,199

貸倒引当金 △11,947 △8,380 △10,886

流動資産合計 22,735,653 56.2 20,484,361 55.1 20,356,949 53.8

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産 ※1,2

１　建物 5,251,309 5,024,936 5,140,183

２　土地　 5,089,441 5,074,112 5,089,441

３　その他 447,237 454,531 449,028

有形固定資産合計 10,787,988 10,553,580 10,678,653

(2)無形固定資産 304,267 238,219 267,658

(3)投資その他の資産

１　投資有価証券 5,134,285 4,983,498 5,405,397

２　長期貸付金 600,416 447,718 486,954

３　長期未収入金 2,829 － －

４　その他 1,526,912 898,720 1,121,954

貸倒引当金 △454,717 △280,095 △268,007

投資損失引当金 △203,370 △155,000 △222,370

投資その他の資産合計 6,606,356 5,894,840 6,523,928

固定資産合計 17,698,612 43.8 16,686,640 44.9 17,470,240 46.2

資産合計 40,434,266 100.0 37,171,002 100.0 37,827,190 100.0
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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　買掛金 2,984,290 3,666,941 2,669,597

２　短期借入金 5,266,575 400,000 1,622,260

３　一年以内返済予定の
長期借入金

※2 5,027,032 3,732,870 3,986,236

４　一年以内償還予定の
新株予約権付社債

－ 77,500 107,500

５　未払金 1,006,515 252,820 261,125

６　未払法人税等 48,913 66,533 72,888

７　その他 ※4 926,798 1,452,245 953,099

流動負債合計 15,260,125 37.7 9,648,910 26.0 9,672,707 25.6

Ⅱ　固定負債

１　新株予約権付社債  164,000 － 1,900,000

２　長期借入金 ※2 7,188,470 5,255,600 6,625,200

３　退職給付引当金 232,780 201,673 216,600

４　その他 154,440 162,841 166,499

固定負債合計 7,739,691 19.2 5,620,115 15.1 8,908,299 23.5

負債合計 22,999,816 56.9 15,269,026 41.1 18,581,006 49.1
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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 9,176,936 22.7 － － 9,501,302 25.1

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 3,191,996 － 3,515,233

２．その他資本剰余金 4,634,456 － 4,764,336

資本剰余金合計 7,826,453 19.4 － － 8,279,570 21.9

Ⅲ　利益剰余金

１．中間（当期）未処
分利益

815,930 － 1,059,964

利益剰余金合計 815,930 2.0 － － 1,059,964 2.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

△7,100 △0.0 － － 406,531 1.1

Ⅴ　自己株式 △377,769 △1.0 － － △1,184 △0.0

資本合計 17,434,450 43.1 － － 19,246,183 50.9

負債・資本合計 40,434,266 100.0 － － 37,827,190 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 10,465,547 28.1 － －

２．資本剰余金

(1) 資本準備金 － 4,479,268 －

(2) その他資本剰余
金

－ 4,764,958 －

資本剰余金合計 － － 9,244,227 24.9 － －

３．利益剰余金

(1) その他利益剰余
金

繰越利益剰余金 － 1,776,806 －

利益剰余金合計 － － 1,776,806 4.8 － －

４．自己株式 － － △538 △0.0 － －

株主資本合計 － － 21,486,043 57.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

－ － 382,870 1.0 － －

２．繰延ヘッジ損益 － － △1,139 △0.0 － －

評価・換算差額等合計 － － 381,731 1.0 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 34,201 0.1 － －

純資産合計 － － 21,901,975 58.9 － －

負債純資産合計 － － 37,171,002 100.0 － －
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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 18,515,035 100.0 18,990,760 100.0 37,455,122 100.0

Ⅱ　売上原価 15,723,469 84.9 15,557,937 81.9 31,852,524 85.0

売上総利益 2,791,566 15.1 3,432,822 18.1 5,602,598 15.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,017,697 10.9 1,980,466 10.5 3,987,870 10.7

営業利益 773,869 4.2 1,452,356 7.6 1,614,728 4.3

Ⅳ　営業外収益 ※1 544,413 3.0 506,134 2.7 1,023,306 2.7

Ⅴ　営業外費用 ※2 466,035 2.6 488,569 2.6 983,405 2.6

経常利益 852,247 4.6 1,469,921 7.7 1,654,629 4.4

Ⅵ　特別利益 ※3 152,693 0.8 190,618 1.0 186,071 0.5

Ⅶ　特別損失 ※4,5 456,768 2.5 258,529 1.3 976,075 2.6

税引前中間（当期）
純利益

548,172 2.9 1,402,010 7.4 864,625 2.3

法人税、住民税及び
事業税

15,042 25,636 32,572

法人税等調整額 194,229 209,272 1.1 558,534 584,170 3.1 168,917 201,489 0.5

中間（当期）純利益 338,900 1.8 817,839 4.3 663,136 1.8

前期繰越利益 477,030 － 477,030

中間配当額 － － 80,202

中間（当期）未処分
利益

815,930 － 1,059,964
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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

その他利益

剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
9,501,302 3,515,233 4,764,336 8,279,570 1,059,964 1,059,964 △1,184 18,839,651

中間会計期間中の変動額

新株の発行 964,245 964,035  964,035    1,928,280

剰余金の配当（注）     △84,996 △84,996  △84,996

役員賞与（注）     △16,000 △16,000  △16,000

中間純利益     817,839 817,839  817,839

自己株式の取得       △448 △448

自己株式の処分   622 622   1,094 1,716

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）
964,245 964,035 622 964,657 716,842 716,842 645 2,646,391

平成18年９月30日　残高

（千円）
10,465,547 4,479,268 4,764,958 9,244,227 1,776,806 1,776,806 △538 21,486,043

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
406,531 － 406,531 － 19,246,183

中間会計期間中の変動額

新株の発行     1,928,280

剰余金の配当（注）     △84,996

役員賞与（注）     △16,000

中間純利益     817,839

自己株式の取得     △448

自己株式の処分     1,716

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△23,660 △1,139 △24,800 34,201 9,400

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△23,660 △1,139 △24,800 34,201 2,655,792

平成18年９月30日　残高

（千円）
382,870 △1,139 381,731 34,201 21,901,975

 （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

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

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

その他有価証券

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

却原価は総平均法により算

定)

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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、

売却原価は総平均法により算

定)

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

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

価は総平均法により算定)

時価のないもの

総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)デリバティブ

時価法

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

(3)たな卸資産

商品

　主として移動平均法による原

価法

（会計処理方法の変更）

　従来、商品の評価方法は、主

として先入先出法または移動平

均法による原価法によっており

ましたが、業務の合理化、迅速

化を目的とした新情報システム

の導入に伴い価格変動による原

価配分への影響を軽減し、期間

損益の一層の適正化を図るため

に当中間会計期間より主として

移動平均法による原価法に変更

いたしました。

　なお、この変更による影響額

は軽微であります。

(3)たな卸資産

商品

　主として移動平均法による原

価法

(3)たな卸資産

商品

　主として移動平均法による原

価法　

（会計処理方法の変更）

　従来、商品の評価方法は、主

として先入先出法または移動平

均法による原価法によっており

ましたが、業務の合理化、迅速

化を目的とした新情報システム

の導入に伴い価格変動による原

価配分への影響を軽減し、期間

損益の一層の適正化を図るため

に当事業年度より主として移動

平均法による原価法に変更いた

しました。

　なお、この変更による影響額

は軽微であります。

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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、主な耐用年数は次のとお

りであります。

　建物及び構築物　3～50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

定額法

　ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。営業権につい

ては５年間の均等償却を行ってお

ります。

(2)無形固定資産

　同左

　ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。のれんについ

ては５年間の均等償却を行ってお

ります。

(2)無形固定資産

同左

　ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。営業権につい

ては５年間の均等償却を行ってお

ります。
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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

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

 
 

(2)投資損失引当金

　関係会社への投資に係る損失に備

えるため、当該会社の財政状態を勘

案して損失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

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、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

期間である5年による定額法により

按分した額を、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。

(2)投資損失引当金

同左

(3)退職給付引当金

同左

(2)投資損失引当金

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

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、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の期間である5年によ

る定額法により按分した額をそれぞ

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)品質保証引当金

　仕入先からの無償保証期間を超え

る一定の期間について、商品販売先

に約した無償保証から生じる費用支

出に備えるため、当該無償修理に係

る費用見込額を過去の実績を基礎と

して計上しております。

  (4)品質保証引当金

同左

 (4)品質保証引当金

同左

 
 

　　　────── (5)製品保証引当金

　製品のアフターサービスに対す

る費用の支出に備えるため、契約

条項の無償保証規定に従い、過去

の実績を基礎に保証期間内の費用

見積額を計上しております。

(5)製品保証引当金

同左

 
 

　　　────── (6)役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

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。

　この変更による当中間会計期間

における損益に与える影響はあり

ません。

　　　──────

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物等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、期末日の

直物等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。
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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．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

６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理によって

おります。なお、為替予約について

は振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を、金利スワップにつ

いては特例処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用しておりま

す。

①ヘッジ会計の方法

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・先物為替予約及

び金利スワッ

プ

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・・・外貨建債権・債

務及び外貨建

予定取引並び

に借入金

ヘッジ対象・・・同左 　ヘッジ対象・・・同左

 ③ヘッジ方針

　当社の内部規定に基づき、外貨建

債権債務の為替変動リスク及び借入

金の金利変動リスクをヘッジしてお

ります。なお、重要なものは取締役

会の承認を得ることにしております。

また、為替予約は、主として見込額

に対しては行なわず、受発注の成約

時に個別に結んでおります。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

為替予約

為替予約（ヘッジ手段）とヘッ

ジ対象のキャッシュフローの金

額及び決済時期が一致している

ため、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

同左

金利スワップ

金利スワップと対象借入金につ

いて次の条件が一致しているた

め、有効性の評価は省略してお

ります。

・金利スワップの想定元本と借

入金の元本

・金利スワップで受払いされる

変動金利の基礎となっている

インデックスと借入金の変動

金利の基礎となっているイン

デックス

・金利改定のインターバル及び

金利改定日

・金利スワップの受払いサイク

ルと借入金の利払日

金利スワップ

同左

金利スワップ

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。

(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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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189,255千

円減少しております。なお、営業利益及び経常

利益に与える影響額は軽微であります。

　また、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。

　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

186,813千円減少しております。なお、営業利

益及び経常利益に与える影響額は軽微であり

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

21,868,914千円であります。

　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。

───── （ストック・オプション等に関する会計基準） ─────

当中間会計期間より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第８号

　平成17年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

　これにより従来に比べ、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞれ34,201千円

減少しております。
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表示方法の変更

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）

（貸借対照表） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となること及び「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２

月15日付で改正されたことに伴い、前中間会計期間まで

「投資その他の資産」の「その他」として表示していた

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）

を当中間会計期間から投資有価証券として表示する方法

に変更いたしました。

　なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれる

当該出資の額は、502,856千円であります。

（貸借対照表） 

「前渡金」は、前中間会計期間まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間

末において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。

　なお、前中間会計期間末の「前渡金」の金額は741,729

千円であります。
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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
2,454,014千円 2,641,478千円 2,576,340千円

※２．担保資産及び担保付債

務

　長期借入金2,164,602千円（うち、

一年以内返済予定の長期借入金

1,167,932千円）の担保として、土

地5,036,846千円、建物

4,923,220千円、その他〔構築物〕

19,634千円を供しております。

　長期借入金996,670千円（うち、

一年以内返済予定の長期借入金

996,670千円）の担保として、土地

5,036,846千円、建物

4,719,175千円、その他〔構築物〕

17,264千円を供しております。

　長期借入金1,497,136千円（うち、

一年以内返済予定の長期借入金

1,167,136千円）の担保として、土

地5,036,846千円、建物

4,816,417千円、その他〔構築物〕

18,370千円を供しております。

 ３．偶発債務 リース債務に対する支払保証 リース債務に対する支払保証 リース債務に対する支払保証

㈱アルネアラボラトリ

6,937千円

㈱アルネアラボラトリ

2,040千円

㈱アルネアラボラトリ

4,488千円

仕入債務に対する支払保証

アイティアクセス㈱

35,366千円

借入債務に対する支払保証

INNO MICRO SINGAPORE PTE. LTD.

3,186,837千円

(27,030千米ドル)

INNO MICRO (SHANGHAI) LTD.

84,062千円

(713千米ドル)

※４．消費税等の表示方法 　仮払消費税等と仮受消費税等を相

殺し、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

同左 ─────

※５．中間期末日(期末日)満

期手形

───── 中間期末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

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　　　31,373千円

─────

 

－ 12 －



（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．営業外収益の主要項目 建物賃貸料 335,350千円

受取利息 9,709千円

受取配当金 58,128千円

投資有価証券売却

益
25,832千円

為替差益 47,078千円

建物賃貸料 348,424千円

受取利息 34,134千円

受取配当金 54,457千円

建物賃貸料 677,757千円

受取利息 48,054千円

受取配当金 59,080千円 

投資有価証券売却

益
25,832千円

為替差益 123,272千円

※２．営業外費用の主要項目 支払利息 156,269千円

建物賃貸費用 238,781千円

支払利息 137,140千円

建物賃貸費用 260,518千円

為替差損 52,690千円

支払利息 336,154千円

建物賃貸費用 477,121千円

※３．特別利益の主要項目 投資有価証券売却益 148,193千円 投資有価証券売却益 183,342千円 投資有価証券売却益 150,555千円

貸倒引当金戻入益 31,015千円

※４．特別損失の主要項目 減損損失 191,203千円

投資有価証券評価損 143,282千円

貸倒引当金繰入額 69,447千円

投資有価証券売却損 52,835千円

投資有価証券評価損 217,693千円 減損損失 191,203千円

投資有価証券評価損 481,628千円

貸倒引当金繰入額 104,880千円

たな卸資産評価損 84,068千円
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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．減損損失 当中間会計期間において、当社は

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 減損損失

遊休不

動産

建物、構

築物及び

土地

静岡県

藤枝市

109,196

千円

賃貸資

産

建物及び

土地

神奈川

県横浜

市

66,577

千円

遊休不

動産
土地

静岡県

掛川市 

15,429

千円

　減損の兆候を判定するにあたっ

ては、事業用資産については、損

益管理を合理的に行なえる単位を

基準とした区分に基づき、賃貸物

件及び遊休資産については、それ

ぞれの個別物件をグルーピングの

最小単位としております。

　この結果、賃貸物件及び遊休資

産について資産の市場価額が著し

く下落したため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上

しております。

　なお、回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、不動

産鑑定評価またはそれに準ずる方

法により評価しております。

────── 当事業年度において、当社は以下

の資産について減損損失を計上しま

した。

用途 種類 場所 減損損失

遊休不

動産

建物、構

築物及び

土地

静岡県

藤枝市

109,196

千円

賃貸資

産

建物及び

土地

神奈川

県横浜

市

66,577

千円

遊休不

動産
土地

静岡県

掛川市 

15,429

千円

　減損の兆候を判定するにあたっ

ては、事業用資産については、損

益管理を合理的に行なえる単位を

基準とした区分に基づき、賃貸物

件及び遊休資産については、それ

ぞれの個別物件をグルーピングの

最小単位としております。

　この結果、賃貸物件及び遊休資

産について資産の市場価額が著し

く下落したため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上

しております。

　なお、回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、不動

産鑑定評価またはそれに準ずる方

法により評価しております。

　６．減価償却実施額

　有形固定資産

　無形固定資産

120,260千円

34,551千円

112,765千円

36,076千円

242,586千円

78,435千円

 

（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）１，２ 1,686 325 1,558 453

合計 1,686 325 1,558 453

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加325株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,558株は、新株予約権付社債に付与された新株予約権の行使に充当したこ

と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、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、減損損失累計額相当額及び

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

47,704 17,791 29,913

その他 888 203 684

合計 48,592 17,995 30,597

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

71,904 29,486 42,417

その他 4,020 773 3,246

合計 75,924 30,259 45,664

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

51,292 23,213 28,079

その他 4,020 401 3,618

合計 55,312 23,614 31,697

(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等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 10,494千円

１年超 20,103千円

合計 30,597千円

１年内 14,458千円

１年超 31,206千円

合計 45,664千円

１年内 11,382千円

１年超 20,315千円

合計 31,697千円

(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、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、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、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 5,391千円

減価償却費相当額 5,391千円

支払リース料 6,883千円

減価償却費相当額 6,883千円

支払リース料 10,866千円

減価償却費相当額 10,866千円

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

（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

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のいずれにおいても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。
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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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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