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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        サンコーテクノ株式会社               上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号         3435                                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.sanko-techno.co.jp） 
代  表  者 役職名 代 表 取 締 役 社 長  洞下 実 
問合せ先責任者 役職名 執行役員管理本部長  水戸 功    ＴＥＬ (03)3803－1251 
決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 15 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                                                               （百万円未満切り捨て） 

 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 
17 年９月中間期 

6,388 (  4.3)
6,122 (  6.3)

139 (△8.4)
151 (177.3)

170 ( 39.1)
122 (115.2)

18 年３月期 13,910 (  5.6) 671 ( 44.2) 643 ( 31.0)
 
 

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 
17 年９月中間期 

193 (231.4) 
58 (105.4) 

177   22 
56   08 

18 年３月期 359 ( 39.1) 307   21 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18年９月中間期 1,092,516株 17年９月中間期 1,041,657株 18年３月期1,067,116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                                                               （百万円未満切り捨て） 

 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 
17 年９月中間期 

13,516 
12,971 

5,853
5,489

43.3 
42.3 

5,357   71
5,022   57

18 年３月期 13,055 5,780 44.3 5,261   26

 (注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 1,092,514株 17年９月中間期 1,092,908株 18年３月期 1,092,554株 

②期末自己株式数  18年９月中間期 662株    17年９月中間期 268株    18年３月期 622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 14,200 660 379

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 347 円 73 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中間 期末 年間 

18 年３月期 － 75.00 75.00

19 年３月期（実績） － － －

19 年３月期（予想） － 65.00 65.00
 

(注)１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．上記の業績予想につきましては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予想数値と異なる場合があります。 

上記の業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の８ページを参照してください。 

 
   



個別中間財務諸表等

(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  608,571 587,067 613,354 

２．受取手形 ※７ 1,555,953 1,544,102 1,915,694 

３．売掛金  1,827,723 2,070,242 1,985,537 

４．たな卸資産  1,930,076 1,718,975 1,476,465 

５．未収入金  99,388 104,533 133,623 

６．繰延税金資産  69,810 82,704 80,666 

７．その他 ※４ 174,324 380,993 193,177 

貸倒引当金  △12,047 △6,677 △ 11,137 

流動資産合計   6,253,801 48.2 6,481,941 48.0  6,387,382 48.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1,2   

(1）建物  933,716 1,063,620 901,240 

(2）構築物  17,326 15,117 15,654 

(3）機械及び装置  434,897 383,593 407,369 

(4）車両運搬具  5,868 3,982 4,819 

(5）工具器具備品  59,155 57,656 56,514 

(6）土地  1,776,512 2,011,668 1,778,515 

(7）建設仮勘定  － 14,000 51,138 

計  3,227,477 3,549,639 3,215,252 

２．無形固定資産  25,496 38,515 34,635 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  207,977 180,896 189,344 

(2）関係会社株式  2,506,802 2,528,206 2,528,206 

(3）出資金  62,000 96,310 62,000 

(4）長期貸付金  32,690 16,960 24,950 

(5）繰延税金資産  438,839 403,799 405,303 

(6）投資不動産 ※1,2 113,528 111,866 112,677 

(7）その他  129,399 139,489 126,944 

貸倒引当金  △26,511 △30,725 △31,149 

計  3,464,727 3,446,803 3,418,277 

固定資産合計   6,717,700 51.8 7,034,958 52.0  6,668,165 51.1

資産合計   12,971,501 100.0 13,516,899 100.0  13,055,547 100.0

    

－  － 
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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  1,030,348 1,094,170 874,898 

２．短期借入金 ※２ 2,288,000 3,327,000 3,084,000 

３．１年以内返済予定
の長期借入金 

※２ 1,295,267 759,465 588,243 

４．未払費用  142,759 162,533 170,208 

５．未払法人税等  81,226 142,284 219,999 

６．賞与引当金  139,291 144,974 129,459 

７．その他 ※４ 123,873 197,210 101,482 

流動負債合計   5,100,767 39.3 5,827,639 43.1  5,168,291 39.6

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 1,410,892 745,490 1,101,368 

２．退職給付引当金  783,559 789,321 813,356 

３．役員退職慰労引当
金 

 161,108 175,625 166,133 

４．その他  25,963 125,446 26,183 

固定負債合計   2,381,523 18.4 1,835,882 13.6  2,107,041 16.1

負債合計   7,482,290 57.7 7,663,522 56.7  7,275,332 55.7

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   768,590 5.9 － －  768,590 5.9

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  581,191 － 581,191 

資本剰余金合計   581,191 4.5 － －  581,191 4.4

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  116,616 － 116,616 

２．任意積立金  3,887,658 － 3,887,658 

３．中間（当期）未処
分利益 

 114,723 － 416,131 

利益剰余金合計   4,118,997 31.8 － －  4,420,405 33.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  21,815 0.1 － －  13,428 0.1

Ⅴ 自己株式   △1,384 △0.0 － －  △3,400 △0.0

資本合計   5,489,211 42.3 － －  5,780,214 44.3

負債及び資本合計   12,971,501 100.0 － －  13,055,547 100.0

    

 

 

 

－  － 
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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） 

前連結会計年度の 
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   － － 768,590 5.7  － －

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 581,191 － 

資本剰余金合計   － － 581,191 4.3  － －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 116,616 － 

(2）その他利益剰余
金 

   

別途積立金  － 4,137,658 － 

繰越利益剰余 
金 

 － 245,808 － 

利益剰余金合計   － － 4,500,082 33.3  － －

４．自己株式   － － △3,640 △0.0  － －

株主資本合計   － － 5,846,225 43.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 7,152 0.0  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 7,152 0.0  － －

純資産合計   － － 5,853,377 43.3  － －

負債及び純資産合計   － － 13,516,899 100.0  － －

    

－  － 
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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   6,122,810 100.0 6,388,027 100.0  13,910,398 100.0

Ⅱ 売上原価   4,464,597 72.9 4,701,774 73.6  10,221,528 73.5

売上総利益   1,658,213 27.1 1,686,252 26.4  3,688,870 26.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,506,222 24.6 1,546,961 24.2  3,017,497 21.7

営業利益   151,990 2.5 139,290 2.2  671,372 4.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  89,738 1.5 116,175 1.8  177,604 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  118,904 2.0 84,660 1.3  205,628 1.5

経常利益   122,825 2.0 170,806 2.7  643,349 4.6

Ⅵ 特別利益 ※３  23,284 0.4 171,107 2.6  45,866 0.3

Ⅶ 特別損失 ※4,6  30,870 0.5 3,076 0.0  34,130 0.2

税引前中間（当
期）純利益 

  115,239 1.9 338,838 5.3  655,084 4.7

法人税、住民税及
び事業税 

 74,617 141,445 284,617 

法人税等調整額  △17,795 56,822 0.9 3,773 145,219 2.3 10,641 295,259 2.1

中間（当期）純利
益 

  58,417 1.0 193,618 3.0  359,825 2.6

前期繰越利益   56,306 －  56,306

中間（当期）未処
分利益 

  114,723 －  416,131

         

 

－  － 
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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 別途 

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） 
768,590 581,191 116,616 3,887,658 416,131 4,420,405 △3,400 5,766,786

 中間会計期間中の変動額    

  別途積立金の積立て（注）  250,000 △250,000 －  －

  剰余金の配当（注）  △81,941 △81,941  △81,941

  役員賞与（注）  △32,000 △32,000  △32,000

 中間純利益  193,618 193,618  193,618

  自己株式の取得   △239 △239

  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） 
－ － － 250,000 △170,322 79,677 △239 79,438

 平成 18 年９月 30 日 残高 

            （千円） 
768,590 581,191 116,616 4,137,658 245,808 4,500,082 △3,640 5,846,225

 

 

  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） 
13,428 13,428 5,780,214

 中間会計期間中の変動額  

  別途積立金の積立て（注）  －

  剰余金の配当（注）  △81,941

  役員賞与（注）  △32,000

 中間純利益  193,618

  自己株式の取得  △239

  株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額） 
△6,275 △6,275 △6,275

 中間会計期間中の変動額合計 

             （千円） 
△6,275 △6,275 73,162

 平成 18 年９月 30 日 残高 

            （千円） 
7,152 7,152 5,853,377

（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 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

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、売却原価は移

動平均法により算定）を

採用しております。 

 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

移動平均法により算定）

を採用しております。 

 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、売却原価は移動平

均法により算定）を採用

しております。 

 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

を採用しております。 

同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 商品・製品・仕掛品 商品・製品・仕掛品 商品・製品・仕掛品 

  総平均法による原価法を採

用しております。 

同左 同左 

 未成工事支出金 未成工事支出金 未成工事支出金 

  個別法による原価法を採用

しております。 

同左 同左 

 原材料 原材料 原材料 

  先入先出法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法を採用して

おります。 

同左 同左 

(1）有形固定資産及び投資不動産 (1）有形固定資産及び投資不動産 (1）有形固定資産及び投資不動産２．固定資産の減価償却の方

法 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（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。 

同左 同左 

 建物     15～50年   

 機械及び装置 ２～15年   

 また、取得価格10万円以上20

万円未満の少額償却資産につ

いては法人税法の規定に基づ

く３年間均等償却を採用して

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） 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェア

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）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

 均等償却によっております。

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。

同左 同左 

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費      ───── (1）新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

４．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 

 売上債権、貸付金等の貸倒に

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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充てるた

め、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。 

同左 従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額の当期負担額

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、発生し

た事業年度に一括処理してお

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、発生し

た事業年度に一括処理してお

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 

 役員の退職慰労金の支出に備

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。 

同左 役員の退職慰労金の支出に備

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。 

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 

 当社の行っている金利スワッ

プ取引は、金利スワップの特

例処理の要件を満たすもので

あり、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 金利スワップ 同左 同左 

 ヘッジ対象 借入金   

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 金利リスクの低減、収支改善

のため、対象債務の範囲内で

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 

 金利スワップの特例処理の要

件を満たすものであり、ヘッ

ジ有効性評価は省略しており

ます。 

同左 同左 

(1）消費税等の処理方法 (1）消費税等の処理方法 (1）消費税等の処理方法 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。 

同左 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）      ───── （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」(平成14年8月9日

企業会計審議会))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日企業会計基準委

員会))を適用しております。 

これにより税引前中間純利益は23,300千円

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。 

  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」（平成14年8月9日企業

会計審議会））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日企業会計基準委

員会））を適用しております。 

 これにより税引前純利益は23,300千円減少

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5,853,377千円であります。 

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．有形固定資産及び投資不動産の減価償

却累計額は、2,876,977千円でありま

す。 

※１．有形固定資産及び投資不動産の減価償

却累計額は、2,983,109千円でありま

す。 

※１．有形固定資産及び投資不動産の減価償

却累計額は、2,933,115千円でありま

す。 

※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 225,087千円

土地 1,056,477千円

投資不動産 66,796千円

計 1,348,360千円
  

 
建物 214,675千円

土地 1,056,477千円

投資不動産 65,316千円

計 1,336,469千円
  

 
建物 219,745千円

土地 1,056,477千円

投資不動産 66,038千円

計 1,342,260千円
  

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。
 

短期借入金 1,068,008千円

１年以内返済予定の
長期借入金 

246,318千円

長期借入金 665,673千円

計 1,980,000千円
  

 
短期借入金 1,225,570千円

１年以内返済予定の
長期借入金 

368,097千円

長期借入金 386,331千円

計 1,980,000千円
  

 
短期借入金 1,140,683千円

１年以内返済予定の
長期借入金 

310,083千円

長期借入金 529,233千円

計 1,980,000千円
  

３．偶発債務 ３．偶発債務 ３．偶発債務 

流山工業団地協同組合の商工組合中央

金庫からの借入金845,309千円につい

て、同組合の他の組合員企業19社とと

もに連帯保証しております。 

また、関係会社である㈱スイコーの

リース債務1,238千円について債務保

証しております。 

流山工業団地協同組合の商工組合中央

金庫からの借入金691,589千円につい

て、同組合の他の組合員企業16社とと

もに連帯保証しております。 

また、関係会社である㈱スイコーの

リース債務928千円について債務保証

しております。 

流山工業団地協同組合の商工組合中央

金庫からの借入金768,449千円につい

て、同組合の他の組合員企業18社とと

もに連帯保証しております。 

また、関係会社である㈱スイコーの

リース債務1,083千円について債務保

証しております。 

※４．    ───── ※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、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。 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

 

５．当座貸越契約 ５．    ───── ５．当座貸越契約 

当社は、運転資金等の効率的な調達を

行うため取引銀行２行と当座貸越契約

を締結しております。これら契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 当社は、運転資金等の効率的な調達を

行うため取引銀行２行と当座貸越契約

を締結しております。これら契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 
 

当座貸越極度額  2,275,000千円

借入実行残高   1,775,000千円

差引額     500,000千円
  

  
当座貸越極度額 2,275,000千円

借入実行残高 1,925,000千円

差引額 350,000千円
  

－  － 
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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 
（平成18年３月31日） 

６．    ───── 
６．貸出コミットメント契約及び当座貸越

契約 
６．    ───── 

 
当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と貸出コミットメ

ント契約及び当座貸越契約を締結して

おります。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

 

  
貸出コミットメント及

び当座貸越極度額の総

額 

 3,795,000千円

借入実行残高 1,695,000千円

差引額 2,100,000千円
  

 

 

 

※７．    ───── ※７．中間期末日満期手形 ※７．    ───── 
 

中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日でしたが、満期日に決済が行

われたものとして処理しております。

当中間期末日満期手形の金額は、次の

とおりであります。 

 

 
受取手形 143,799 千円  

 

 

－  － 
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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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
  

受取利息 2,104千円

受取配当金 20,294千円

仕入割引 46,135千円
  

 
受取利息 2,066千円

受取配当金 47,134千円

仕入割引 45,522千円
  

 
受取利息 4,015千円

受取配当金 20,726千円

仕入割引 99,578千円
  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 32,878千円

売上割引 45,897千円

新株発行費 30,157千円
  

 
支払利息 31,138千円

売上割引 45,554千円
  

 
支払利息 63,368千円

売上割引 94,197千円

新株発行費 30,157千円
  

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 
 

貸倒引当金戻入益 23,284千円
  

 
貸倒引当金戻入益 4,237千円

固定資産売却益 166,870千円
  

 
貸倒引当金戻入益 17,651千円

投資有価証券売却益 28,214千円
  

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
 

固定資産除却損 5,675千円

減損損失 23,300千円

有価証券評価損 1,540千円
  

 
固定資産除却損 3,076千円

 

 
  

 
固定資産除却損 8,936千円

減損損失 23,300千円

有価証券評価損 1,540千円
  

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 93,396千円

無形固定資産 1,359千円

投資不動産 851千円

計 95,607千円
  

 
有形固定資産 87,380千円

無形固定資産 3,135千円

投資不動産 810千円

計 91,326千円
  

 
有形固定資産 191,583千円

無形固定資産 5,214千円

投資不動産 1,703千円

計 198,501千円
  

※６．減損損失 ※６．     ───── ※６．減損損失 

   ①減損損失を認識した資産グループの 

    概要 

場所 用途 種類 

福島県 

双葉郡 

梢葉町 

遊休資

産 

土地 

   ②減損損失の認識に至った経緯 

    遊休資産について資産の市場価格が 

著しく下落したことによります。 

   ③減損損失の内訳 

     土地         23,300千円 

    ④グルーピングの方法 

     当社は固定資産を共用資産、事業用 

資産、遊休資産にグル―ピングしてお

ります。 

  事業用資産はさらに営業所及び製品

群を単位としてグルーピングしており

ます。また、遊休資産は個別にグルー

ピングしております。 

    ⑤回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、不動産鑑定士より入手

した鑑定評価額を時価としておりま

す。 

    ①減損損失を認識した資産グループの

    概要 

場所 用途 種類 

福島県 

双葉郡 

梢葉町 

遊休資

産 

土地 

   ②減損損失の認識に至った経緯 

    遊休資産について資産の市場価格が

著しく下落したことによります。 

   ③減損損失の内訳 

     土地         23,300千円

    ④グルーピングの方法 

     当社は固定資産を共用資産、事業用

資産、遊休資産にグル―ピングしてお

ります。 

       事業用資産はさらに営業所及び製

品群を単位としてグルーピングして

おります。また、遊休資産は個別に

グルーピングしております。 

    ⑤回収可能価額の算定方法 

    回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、不動産鑑定士より入手

した鑑定評価額を時価としておりま 

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（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） 622 40 － 662 

合計 622 40 － 662 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加40株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。 

 

－  － 
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－  － 
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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（借主側） 

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（借主側） 

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（借主側） 

(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） 

車両運搬
具 

5,990 4,892 1,098 

工具器具
備品 

66,531 28,469 38,061 

その他
（ソフト
ウェア） 

65,707 26,920 38,786 

合計 138,229 60,282 77,946 

  

  

 
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）

車両運搬
具 

－ － －

工具器具
備品 

69,992 38,763 31,229

その他
（ソフト
ウェア）

71,795 40,756 31,039

合計 141,788 79,520 62,268

  

  

 
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）

車両運搬
具 

5,990 5,491 499

工具器具
備品 

63,331 31,872 31,459

その他
（ソフト
ウェア）

65,707 33,584 32,122

合計 135,029 70,948 64,080

  
(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 27,501千円

１年超 52,022千円

合計 79,523千円
  

 
１年内 27,953千円

１年超 35,083千円

合計 63,036千円
  

 
１年内 26,857千円

１年超 38,788千円

合計 65,645千円
  

(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、支払

利息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、支払

利息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、支払利

息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 14,667千円

減価償却費相当額 13,919千円

支払利息相当額 875千円
  

 
支払リース料 14,899千円

減価償却費相当額 14,143千円

支払利息相当額 704千円
  

 
支払リース料 29,277千円

減価償却費相当額 27,785千円

支払利息相当額 1,607千円
  

(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 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）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。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 2,223千円

１年超 2,127千円

合計 4,350千円 
  

 
１年内 1,533千円

１年超 594千円

合計 2,127千円
  

 
１年内 2,051千円

１年超 1,188千円

合計 3,239千円
  

（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。 

（減損損失について） 

 同左 

（減損損失について） 

 同左 

 



－  － 
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（有価証券関係） 

 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）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において子会

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） 

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 5,022.57円

１株当たり中間純利益
金額 

56.08円

  

  

１株当たり純資産額 5,357.71円

１株当たり中間純利益
金額 

177.22円

  

  

１株当たり純資産額 5,261.26円

１株当たり当期純利益
金額 

307.21円

  
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）１．１株当たり中間（当期）純利益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（千円） 58,417 193,618 359,825 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 32,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (32,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 

58,417 193,618 327,825 

期中平均株式数（株） 1,041,657 1,092,516 1,067,116 

２．１株当たり純資産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）

純資産の部の合計額（千円） － 5,853,377 － 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純
資産額（千円） 

－ 5,853,377 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末（期末）の普通株式の数
（株） 

－ 1,092,514 － 

 

 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 
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