
  
 

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 株式会社　キョウデン 上場取引所 東

コード番号 6881 本社所在都道府県 長野県

(URL　http://www.kyoden.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　吉川　英機

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長 氏名　中西　彦次郎 ＴＥＬ　　（ 03 ） 5465 － 8015

中間決算取締役会開催日 平成18年11月15日 中間配当支払開始日 平成－年－月－日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．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 7,873 5.0 880 73.6 919 76.4

17年９月中間期 7,497 3.9 507 △24.9 521 △20.1

18年３月期 15,344 1,263 1,205

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 532 △63.9 10 27

17年９月中間期 1,473 460.4 28 67

18年３月期 1,778 34 49

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 51,804,824株 17年９月中間期 51,403,397株 18年３月期 51,584,417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 29,395 13,552 46.1 261 74

17年９月中間期 32,950 13,949 42.3 268 66

18年３月期 30,839 13,390 43.4 258 64

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 51,777,506株 17年９月中間期 51,922,006株 18年３月期 51,772,906株

②期末自己株式数 18年９月中間期  460,545株 17年９月中間期 9,045株 18年３月期   347,145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 15,500 1,550 900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　17円　38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 － 5.00 5.00

19年３月期（実績） － －
5.00

19年３月期（予想） － 5.00

※　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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１．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 7,619 3,952 5,532

２．受取手形 ※５ 1,679 2,404 1,740

３．売掛金 2,896 2,759 3,047

４．たな卸資産 445 426 475

５．短期貸付金 1,086 1,664 1,664

６．繰延税金資産 200 155 255

７．その他 643 581 600

８．貸倒引当金 △22 △140 △142

流動資産合計 14,549 44.1 11,804 40.2 13,174 42.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 1,927 1,814 1,887

(2）土地 ※２ 1,437 1,434 1,437

(3）その他 1,006 1,103 939

有形固定資産合計 4,371 13.3 4,352 14.8 4,264 13.8

２．無形固定資産 72 0.2 68 0.2 67 0.2

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 13,294 12,070 12,240

(2）長期貸付金 322 180 187

(3）繰延税金資産 162 665 691

(4）その他 350 594 601

(5）貸倒引当金 △173 △341 △389

投資その他の資産合計 13,957 42.4 13,169 44.8 13,332 43.3

固定資産合計 18,401 55.9 17,591 59.8 17,664 57.3

資産合計 32,950 100.0 29,395 100.0 30,839 100.0
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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 444 203 150

２．買掛金 1,417 1,191 1,394

３．短期借入金 ※２ 820 4,140 1,700

４．一年以内返済予定長期借
入金

※２ 5,791 2,633 4,490

５．未払法人税等 1,110 82 1,554

６．賞与引当金 160 210 180

７．その他 466 476 419

流動負債合計 10,210 31.0 8,937 30.4 9,888 32.1

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 6,631 4,893 5,291

２．退職給付引当金 532 611 560

３．役員退職慰労引当金 1,626 1,400 1,708

４．その他 0 － －

固定負債合計 8,791 26.7 6,905 23.5 7,560 24.5

負債合計 19,001 57.7 15,842 53.9 17,449 56.6
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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 4,302 13.0 － － 4,332 14.1

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 3,103 － 3,133

２．その他資本剰余金 1,000 － 1,000

資本剰余金合計 4,103 12.5 － － 4,133 13.4

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 125 － 125

２．任意積立金 1,530 － 1,530

３．中間（当期）未処分利益 2,862 － 3,168

利益剰余金合計 4,518 13.7 － － 4,824 15.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 1,028 3.1 － － 348 1.1

Ⅴ　自己株式 △4 △0.0 － － △249 △0.8

資本合計 13,949 42.3 － － 13,390 43.4

負債・資本合計 32,950 100.0 － － 30,839 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 4,351 14.8  － －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 3,152 －

(2）その他資本剰余金  － 1,000 －

資本剰余金合計  － － 4,152 14.1  － －

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 125 －

(2）その他利益剰余金     

特別償却準備金  － 15 －

別途積立金  － 1,500 －

繰越利益剰余金  － 3,456 －

利益剰余金合計  － － 5,097 17.3  － －

４．自己株式  － － △308 △1.0  － －

株主資本合計  － － 13,293 45.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

 － － 260 0.9  － －

２．繰延ヘッジ損益  － － △1 △0.0  － －

評価・換算差額等合計  － － 258 0.9  － －

純資産合計  － － 13,552 46.1  － －

負債純資産合計  － － 29,395 100.0  － －
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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（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 7,497 100.0 7,873 100.0 15,344 100.0

Ⅱ　売上原価 5,923 79.0 5,936 75.4 11,905 77.6

売上総利益 1,573 21.0 1,936 24.6 3,439 22.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,066 14.2 1,055 13.4 2,175 14.2

営業利益 507 6.8 880 11.2 1,263 8.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 156 2.1 138 1.8 187 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 142 1.9 99 1.3 245 1.5

経常利益 521 7.0 919 11.7 1,205 7.9

Ⅵ　特別利益 ※３ 2,482 33.1 43 0.6 2,905 18.9

Ⅶ　特別損失 ※4,5 352 4.7 139 1.8 717 4.7

税引前中間（当期）純利益 2,651 35.4 823 10.5 3,394 22.1

法人税、住民税及び事業税 ※７ 1,044 72 1,614

過年度法人税等 － 34 －

法人税等調整額 ※７ 132 1,177 15.7 185 291 3.7 0 1,615 10.5

中間（当期）純利益 1,473 19.7 532 6.8 1,778 11.6

前期繰越利益 1,389 － 1,389

中間（当期）未処分利益 2,862 － 3,168
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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

特  別
償　却
準備金

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）
4,332 3,133 1,000 4,133 125 30 1,500 3,168 4,824 △249 13,041

中間会計期間中の変動額

新株の発行　　（百万円） 18 18  18       37

特別償却準備金の取崩

　　　　（注）（百万円）
     △15  15 －  －

剰余金の配当

　　　　（注）（百万円）
       △258 △258  △258

中間純利益　　（百万円）        532 532  532

自己株式の取得（百万円）          △59 △59

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額

（純額）　　　（百万円）

           

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
18 18 － 18 － △15 － 288 273 △59 251

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　（百万円）
4,351 3,152 1,000 4,152 125 15 1,500 3,456 5,097 △308 13,293

評価・換算差額等

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

　　　　　　　　（百万円）
348 － 348 13,390

中間会計期間中の変動額

新株の発行　　（百万円）    37

特別償却準備金の取崩

　　　　（注）（百万円）
   －

剰余金の配当

　　　　（注）（百万円）
   △258

中間純利益　　（百万円）    532

自己株式の取得（百万円）    △59

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額

（純額）　　　（百万円）

△87 △1 △89 △89

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
△87 △1 △89 162

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　（百万円）
260 △1 258 13,552

（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

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

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）

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、売却原価は主として

移動平均法により算定）

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、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動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

原材料

総平均法による原価法

(3）たな卸資産

原材料

同左

(3）たな卸資産

原材料

同左

製品・仕掛品

個別法による原価法

製品・仕掛品

同左

製品・仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 15～31年

その他 ６～12年

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェ

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。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

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．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

に回収可能性を勘案し、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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間の負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち当事業

年度の負担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、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。

　また、数理計算上の差異は、

発生の翌事業年度に一括費用処

理することとし、当中間会計期

間ではその２分の１を費用処理

しております。

(3）退職給付引当金

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。

　また、数理計算上の差異は、

発生の翌事業年度に一括費用処

理しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労

金の支出に備えて、内規に基づ

く中間会計期間末要支給額を計

上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に

基づく当中間会計期間末要支給

額を計上しております。

　なお、当社は、平成18年６月

29日の定時株主総会の日をもっ

て取締役及び執行役員について

は役員退職慰労金制度を廃止し、

それまでの在任期間に対応する

金額は対象役員の退任時に支払

うこととしました。このため、

取締役及び執行役員の役員退職

慰労引当金については、制度廃

止以降の繰入れはなく、対象役

員の退任時に取り崩すこととし

ております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労

金の支出に備えて、内規に基づ

く期末要支給額を計上しており

ます。

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

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

　なお、金利スワップについて

は、金利スワップの特例処理の

要件を満たしている場合には、

金利スワップの特例処理を採用

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

　借入金の金利変動リスクに対

して、金利スワップを利用する

こととしております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　借入金の金利変動リスクに対

して、借入元本の範囲内で金利

スワップを利用することとして

おります。

(3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクに対

して借入元本の範囲内で金利ス

ワップを利用することとしてお

ります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・

フロー変動の累計又は相場変

動とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計又は

相場変動を半期毎に比較し、

両者の変動額等を基礎にして、

ヘッジ有効性を評価しており

ます。ただし、特例処理に

よっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略

しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

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

　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「その他」に含めて表示し

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

　税抜方式によっております。
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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。これにより減損損失118百万円を特別損失

に計上したため、税引前中間純利益は同額減少

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。

 これにより減価償却費が減少した結果、営業

利益及び経常利益は０百万円増加し、税引前当

期純利益が117百万減少しております。

 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

13,554百万円であります。

 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

3,401百万円 3,573百万円 3,502百万円

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

※２．担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

（担保に供している資産） （担保に供している資産） （担保に供している資産）

建物 1,605百万円

土地 978百万円

投資有価証券 3,130百万円

計 5,713百万円

建物 1,527百万円

土地 978百万円

投資有価証券 2,965百万円

計 5,470百万円

建物 1,585百万円

土地 978百万円

投資有価証券 3,130百万円

計 5,693百万円

（対応する債務） （対応する債務） （対応する債務）

短期借入金 60百万円

一年以内返済予
定長期借入金

2,484百万円

長期借入金 1,849百万円

計 4,393百万円

短期借入金 1,060百万円

一年以内返済予
定長期借入金

830百万円

長期借入金 1,913百万円

計 3,804百万円

短期借入金 811百万円

一年以内返済予
定長期借入金

1,912百万円

長期借入金 1,478百万円

計 4,202百万円

３．保証債務 ３．保証債務 ３．保証債務

保証先
金額

(百万円)
内容

日本エレクトロ
ニクス㈱

1,125
金融機関からの
借入に対する債
務保証

㈱ＫＤＬ 45
リース債務に対
する債務保証

トーエイ電資㈱ 68

金融機関からの
借入及び割賦債
務に対する債務
保証

TOEI DENSHI
(THAILAND)
CO.,LTD.

435
金融機関からの
借入に対する債
務保証

㈱キョウデンエ
ンタープライズ

200
金融機関からの
借入に対する債
務保証

㈱エルケート
レーディング

244
金融機関からの
借入に対する債
務保証

更生会社㈱長崎
屋

2
後納郵便料に対
する債務保証

計 2,121 －

保証先
金額

(百万円)
内容

日本エレクトロ
ニクス㈱

914
金融機関からの
借入に対する債
務保証

トーエイ電資㈱ 7
割賦債務に対す
る債務保証

TOEI DENSHI
(THAILAND)
CO.,LTD.

629
金融機関からの
借入に対する債
務保証

㈱キョウデンエ
ンタープライズ

200
金融機関からの
借入に対する債
務保証

㈱長崎屋 2
後納郵便料に対
する債務保証

計 1,754 －

保証先
金額

(百万円)
内容

日本エレクトロ
ニクス㈱

1,019
金融機関からの
借入に対する債
務保証

トーエイ電資㈱ 45

金融機関からの
借入及び割賦債
務に対する債務
保証

TOEI DENSHI
(THAILAND)
CO.,LTD.

698
金融機関からの
借入に対する債
務保証

㈱キョウデンエ
ンタープライズ

200
金融機関からの
借入に対する債
務保証

更生会社㈱長崎
屋

1
後納郵便料に対
する債務保証

計 1,966 －

４．受取手形割引高　　 ４．　　　　　―――――― ４．　　　　　――――――

479百万円

５．　　　　　―――――― ※５．中間会計期間末日満期手形 ５．　　　　　――――――

  　中間会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、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、次の満期手形が中間会計

期間末日残高に含まれております。

受取手形 140百万円
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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 10百万円

受取配当金 105百万円

受取賃貸料 2百万円

受取利息 15百万円

受取配当金 102百万円

   

受取利息 11百万円

受取配当金 105百万円

受取賃貸料 3百万円

※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 120百万円 支払利息 79百万円 支払利息 211百万円

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

投資有価証券売却益 2,476百万円 投資有価証券売却益 2,893百万円

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

投資有価証券評価損 111百万円

減損損失 118百万円

投資有価証券評価損 132百万円

減損損失 118百万円

貸倒引当金繰入額 398百万円

※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。

場所 用途 種類

長野県 遊休 建物、土地  

長野県 賃貸用不動産 土地  

※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。

場所 用途 種類

長野県 遊休 土地  

※５．減損損失

　当事業年度において、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。

場所 用途 種類

長野県 遊休 建物、土地  

長野県 賃貸用不動産 土地  

　当社は、プリント配線基板の製造・

販売を主たる事業としており、受注か

ら設計、基板製造及び部品実装まで一

貫して製造しております。そのため、

プリント配線基板事業に係る資産を１

つの資産グループ単位として資産のグ

ルーピングをしております。ただし、

将来の使用が見込まれていない遊休資

産及び賃貸用不動産については、個別

の資産グループとして取り扱っており

ます。

　当中間会計期間において、遊休資産

については、遊休状態にあると認めら

れ今後の利用見込みがない資産を、賃

貸用不動産については、帳簿価額に対

し時価が著しく下落しているため、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（118百万円）とし

て認識しております。

　また、資産別の内訳は、建物11百万

円及び土地106百万円であります。

　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、土地については主に路線価により

評価し、建物については売却可能性が

見込めないため、零としております。

　当社は、プリント配線基板の製造・

販売を主たる事業としており、受注か

ら設計、基板製造及び部品実装まで一

貫して製造しております。そのため、

プリント配線基板事業に係る資産を１

つの資産グループ単位として資産のグ

ルーピングをしております。ただし、

将来の使用が見込まれていない遊休資

産及び賃貸用不動産については、個別

の資産グループとして取り扱っており

ます。

　当中間会計期間において、遊休状態

にあると認められ今後の利用見込みが

ない資産を、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（3

百万円）として認識しております。

　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、土地については主に路線価により

評価しております。

　当社は、プリント配線基板の製造・

販売を主たる事業としており、受注か

ら設計、基板製造及び部品実装まで一

貫して製造しております。そのため、

プリント配線基板事業に係る資産を１

つの資産グループ単位として資産のグ

ルーピングをしております。ただし、

将来の使用が見込まれていない遊休資

産及び賃貸用不動産については、個別

の資産グループとして取り扱っており

ます。

　当事業年度において、遊休資産につ

いては、遊休状態にあると認められ今

後の利用見込みがない資産を、賃貸用

不動産については、帳簿価額に対し時

価が著しく下落しているため、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（118百万円）として認

識しております。

　また、資産別の内訳は、建物11百万

円及び土地106百万円であります。

　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、土地については主に路線価により

評価し、建物については売却可能性が

見込めないため、零としております。
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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）

   ６．減価償却実施額    ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額

有形固定資産 202百万円

無形固定資産 21百万円

有形固定資産 207百万円

無形固定資産 14百万円

有形固定資産 435百万円

無形固定資産 38百万円

※７．税効果会計

中間会計期間に係る「法人税、住民税

及び事業税」及び「法人税等調整額」

は、当事業年度において予定している

利益処分による特別償却準備金の取崩

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。

※７．税効果会計

中間会計期間に係る「法人税、住民税

及び事業税」及び「法人税等調整額」

は、当事業年度において予定している

特別償却準備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。

７．　　　　――――――

（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） 347 113 － 460

合計 347 113 － 460

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加113千株は、平成18年７月20日開催の取締役会決議による取得であります。

①　リース取引

半期報告書をＥＤＩＮＥＴにより開示するため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

子会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 7,984 30,444 22,460

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

子会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 7,885 14,182 6,297

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

子会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 7,885 25,378 17,492
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額      268円66銭        261円74銭          258円64銭

１株当たり中間（当期）純利益    28円67銭     10円27銭       34円49銭

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

  27円88銭     10円15銭       33円70銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円） 1,473 532 1,778

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
1,473 532 1,778

期中平均株式数（千株） 51,403 51,804 51,584

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額 － － －

（うち支払利息（税額相当額控除後））

（百万円）
(－) (－) (－)

普通株式増加数（千株） 1,463 607 1,205

（うち転換社債（千株）） (－) (－) (－)

（うち新株予約権（千株）） (1,463) (607) (1,205)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株引受権（普通株式

　916千株）。

新株引受権（普通株式

　898千株）。

新株引受権（普通株式

　908千株）。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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