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決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 15 日    中間配当制度の有無  有 
中間配当支払開始日   平成 18 年 12 月 11 日    単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 
米国会計基準採用の有無    無 
 

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 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円 ％
 5,257( △2.9) 
5,416( 14.6)

百万円 ％
1,123(△23.0)
1,458(  22.1)

百万円 ％
 1,129(△25.7)
1,520(  26.2)

18年 3月期 10,531( 5.3 ) 2,564(  1.9)      2,653(  8.1)
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円   ％
 639(△25.3)
856(  20.5)

円   銭
 28      03  

37    54 

円   銭
  － 

－ 

18年 3月期 1,297(△11.7) 54   47 － 

(注)①期中平均株式数   18年9月中間期 22,806,888株 17年9月中間期 22,806,900株  

18年3月期 22,806,900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

減率です。 
 
(2) 配当状況 

 1株当たり中間配当金 1株当たり年間配当金
 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

円  銭 
5  00  
5  00  

円  銭 
－ 
－ 

18年 3月期 － 12  00  

（注）平成18年3月期の年間配当金の内訳は、中間普通配当5円、期末普通配当5円及び東証1部上場記念
配当2円となっています。 

(3) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 
１株当たり 

純資産 
 
18年 9月中間期 
17年 9月中間期 

百万円 
12,031 
11,568 

百万円
9,560 
8,821 

％ 
79.5 
76.3 

円   銭
419      18
386    81

18年 3月期 12,086 9,158 75.8 399    14

(注)期末発行済株式数 18年9月中間期 22,806,801株 17年9月中間期 22,806,900株  18年3月期 22,806,900株 

期末自己株式数   18年9月中間期       99株  17年9月中間期        －株  18年3月期        －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） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期末  
 

通  期 
百万円 

10,283 
百万円

1,953 
百万円

1,185 
円 銭 
5 00  

円 銭
10 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）51円96銭 

（注）上記業績予想は、現時点での入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は様々な要因により、予想数値とは異なる

場合がございます。 
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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(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   1,154,185 2,873,125  2,458,734

２ 受取手形 ※３  195,112 91,288  97,221

３ 売掛金   3,086,379 2,630,409  2,627,146

４ たな卸資産   1,342,582 1,125,605  1,195,126

５ 繰延税金資産   123,468 233,350  318.256

６ その他   242,559 273,973  243,542

流動資産合計   6,144,287 53.1 7,227,753 60.1  6,940,027 57.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※１  1,293,527 1,228,535  1,274,189

(2) 機械及び装置 ※1,2  1,762,460 2,028,547  2,296,213

(3) 土地   1,001,437 1,001,437  1,001,437

(4) 建設仮勘定   819,079 32,830  10,817

(5) その他 ※１  190,974 186,826  199,198

有形固定資産合計   5,067,480 43.8 4,478,177 37.2  4,781,856 39.6

２ 無形固定資産   12,351 0.1 9,795 0.1  10,857 0.1

３ 投資その他の資産    

(1) 繰延税金資産   16,426 20,965  18,714

(2) その他   330,605 297,283  337,862

  貸倒引当金   △2,629 △2,629  △2,629

投資その他の資産 
合計 

  344,402 3.0 315,619 2.6  353,947 2.9

固定資産合計   5,424,234 46.9 4,803,592 39.9  5,146,660 42.6

資産合計   11,568,522 100.0 12,031,346 100.0  12,086,688 100.0
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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 ※３  336,629 358,615  266,128

２ 買掛金   298,271 261,121  359,566

３ １年以内返済予定 
  長期借入金 

  170,020 249,040  244,920

４ 未払法人税等   580,000 393,000  538,000

５ 賞与引当金   157,116 139,994  224,538

６ その他 ※２  368,092 566,009  647,640

流動負債合計   1,910,130 16.5 1,967,781 16.4  2,280,793 18.9

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   703,420 379,480  504,000

２ 長期未払金   ― 123,888  ―

３ 役員退職慰労引当金   132,999 ―  143,532

固定負債合計   836,419 7.2 503,368 4.2  647,532 5.4

負債合計   2,746,550 23.7 2,471,150 20.5  2,928,325 24.2

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   2,133,177 18.4 ― ―  2,133,177 17.6

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金   2,563,867 ―  2,563,867

資本剰余金合計   2,563,867 22.2 ― ―  2,563,867 21.2

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   14,025 ―  14,025

２ 任意積立金   2,800,000 ―  2,800,000

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

  1,231,391 ―  1,558,931

利益剰余金合計   4,045,416 35.0 ― ―  4,372,956 36.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  79,510 0.7 ― ―  88,361 0.7

資本合計   8,821,971 76.3 ― ―  9,158,362 75.8

負債資本合計   11,568,522 100.0 ― ―  12,086,688 100.0
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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   ― 2,133,177 17.7  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 2,563,867 ― 

資本剰余金合計   ― 2,563,867 21.3  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 14,025 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 3,800,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 983,238 4,783,238 ― 

利益剰余金合計   ― 4,797,263 39.9  ―

４ 自己株式   ― △79 △0.0  ―

株主資本合計   ― 9,494,227 78.9  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 65,967  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 65,957 0.5  ―

純資産合計   ― 9,560,195 79.5  ―

負債純資産合計   ― ― 12,031,346 100.0  ― ―
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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   5,416,686 100.0 5,257,160 100.0  10,531,414 100.0

Ⅱ 売上原価   3,250,582 60.0 3,290,751 62.6  6,411,189 60.9

売上総利益   2,166,103 40.0 1,966,408 37.4  4,120,225 39.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   707,398 13.1 843,329 16.0  1,555,832 14.8

営業利益   1,458,704 26.9 1,123,079 21.4  2,564,392 24.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  81,973 1.5 14,037 0.3  118,262 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  20,180 0.4 7,808 0.1  29,351 0.3

経常利益   1,520,497 28.1 1,129,309 21.5  2,653,303 25.2

Ⅵ 特別利益 ※３  1,047 0.0 ― ―  1,047 0.0

Ⅶ 特別損失 
※4,6 
7 

 67,180 1.2 13,373 0.3  451,515 4.3

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,454,364 26.8 1,115,935 21.2  2,202,835 20.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 565,818 378,690 1,075,840 

法人税等調整額  32,434 598,253 11.0 97,960 476,650 9.1 △170,690 905,150 8.6

中間(当期)純利益   856,110 15.8 639,284 12.2  1,297,685 12.3

前期繰越利益   375,280  375,280

中間配当金   －  114,034

中間(当期)未処分 
利益 

  1,231,391  1,558,931
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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 

資本 
剰余金計

利益 
準備金 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益 

剰余金計 

自己

株式

株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
2,133,177 2,563,867 2,563,867 14,025 2,800,000 1,558,931 4,372,956 ― 9,070,001

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △159,648 △159,648 ― △159,648

 利益処分による役員賞与 ― ― ― ― ― △55,330 △55,330 ― △55,330

 中間純利益 ― ― ― ― ― 639,284 639,284 ― 639,284

別途積立金の積立 ― ― ― ― 1,000,000 △1,000,000 ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △79 △79

中間会計期間中の変動額 

合計(千円) 
― ― ― ― 1,000,000 △575,693 △575,693 △79 424,226

平成18年９月30日残高 

(千円) 
2,133,177 2,563,867 2,563,867 14,025 3,800,000 983,238 4,797,263 △79 9,494,227

 
評価・換算差額等 

項目 
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) 
88,361 88,361 9,158,362

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △159,648

 利益処分による役員賞与 ― ― △55,330

 中間純利益 ― ― 639,284

 自己株式の取得 ― ― △79

株主資本以外の項目の当 

中間期間中の変動額(純額) 
△22,393 △22,393 △22,393

中間会計期間中の変動額 

合計(千円) 
△22,393 △22,393 401,832

平成18年９月30日残高 

(千円) 
65,967 65,967 9,560,195
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中間財務諸表作成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 

 (イ)子会社株式 

   移動平均法による原

価法 

 (ロ)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

は部分資本直入法

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 

(1) 有価証券 

 (イ)子会社株式 

同左 

 

 (ロ)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

は部分純資産直入

法により処理し、

売却原価は、移動

平均法により算

定) 

   時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

 (イ)子会社株式 

同左 

 

 (ロ)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、部

分資本直入法によ

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 

同左 

 (2) デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

  時価法によっていま

す。 

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

(2) デリバティブ取引によ

り生じる債権及び債務 

同左 

 (3) たな卸資産 

  総平均法による原価法

によっています。 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっていま

す。 

なお、耐用年数及び残

存価格については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっていま

す。 

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法を採用

しています。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

   なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

 ７～38年

  機械装置及び運搬具 

 ４～12年

なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

 ７～38年

  機械装置及び運搬具 

 ４～15年

なお、主な耐用年数は

次の通りです。 

  建物及び構築物 

 ７～38年

  機械装置及び運搬具 

 ４～12年

 (2) 無形固定資産 

  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)

に基づく定額法によって

います。 

(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 

  均等償却によっていま

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、回収不

能見込額を計上していま

す。 

 ａ 一般債権 

   貸倒実績率法によっ

ています。 

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

   財務内容評価法によ

っています。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 ａ 一般債権 

同左 

 

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 ａ 一般債権 

同左 

 

 ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出にあてるた

め、当中間期に負担すべ

き支給見込額を計上して

います。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出にあてるた

め、当期に負担すべき支

給見込額を計上していま

す。 

 (3) 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、役員退

職慰労金規程に基づく中

間期末要支給額を計上し

ています。 

(3) 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、当

社は内規に基づく要支

給額を計上しておりま

したが、平成18年６月

23日開催の定時株主総

会の日をもって役員退

職慰労金制度を廃止い

たしました。これに伴

い、これまでの在任期

間中の職務遂行の対価

部分相当額を退職慰労

金として打切り支給す

ることが同株主総会に

おいて、承認可決され

ました。 

これにより中間会計

期間おいて、役員退職慰

労引当金を全額取崩し、

打切り支給額の未払分

123,888千円について

は、固定負債の「長期未

払金」に計上していま

す。 

(3) 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、役員退

職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上してい

ます。 

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

います。 

同左 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) 

５ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについ

て、特例要件を満たして

いるため、特例処理を採

用しています。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②ヘッジの手段と対象 

ヘッジの手段 

 金利スワップ 

ヘッジの対象 

 借入金の利息 

②ヘッジの手段と対象 

同左 

②ヘッジの手段と対象 

同左 

 ③ヘッジの方針 

借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で、

金利スワップ取引によ

りキャッシュ・フローヘ

ッジを行っています。 

④ヘッジ有効性評価の方法

以下の条件を満たす金

利スワップを締結してい

ます。 

③ヘッジの方針 

同左 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

③ヘッジの方針 

同左 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

   Ⅰ 金利スワップの想

定元本と長期借入

金の元本が一致し

ている。 

  

   Ⅱ 金利スワップと長

期借入金の契約期

間及び満期が一致

している。 

  

   Ⅲ 長期借入金の変動

金利のインデック

スと金利スワップ

で受払される変動

金利のインデック

スが、ＴＩＢＯＲ

＋０．４３％で一

致している。 

  

   Ⅳ 長期借入金と金利

スワップの金利改

定条件が一致して

いる。 

  

   Ⅴ 金利スワップの受

払条件がスワップ

期間を通して一定

である。 

  

  よって、金利スワップ

は特例処理の要件を満

たしているので中間決

算日における有効性の

評価を省略しています。

  よって、金利スワップ

は特例処理の要件を満

たしているので決算日

における有効性の評価

を省略しています 
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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 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

よって処理しています。

  なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

うえ、中間貸借対照表上、

流動資産の「その他」に

含めて表示しています。

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(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

よって処理しています。

 
会計処理の変更 

 

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は

25,064千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は

25,064千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

関する会計基準等) 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は9,560,195千円で

あります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、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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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) 

――― (自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の一部改正) 

当中間会計期間から、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会最終改正平成18年８月11日 企業

会計基準第１号）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 最終改正平成18年８月11日 

企業会計基準適用指針第２号）を適

用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表規

則により作成しております。 

――― 

 
 
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 

2,047,150千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,775,611千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,413,591千円

※２ 担保資産 

   担保に供している資産及び対

応する債務は次のとおりです。 

担保に供している資産 

科目 金額(千円) 

機械及び装置 43,092 
 

※２ 担保資産 

   担保に供している資産及び対

応する債務は次のとおりです。

担保に供している資産 

科目 金額(千円)

機械及び装置 25,757

  

対応する債務 

科目 金額(千円) 

流動負債―その他 
(割賦未払金) 

17,589 

  

 

――― 

 

 

対応する債務 

科目 金額(千円)

流動負債－その他 
（割賦未払金） 

1,694

  

――― ※３ 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、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。 

受取手形  10,715千円 

支払手形  45,210千円 

――― 
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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 営業外収益の主要科目 

受取利息 1,398千円

受取家賃 4,213千円

為替差益 71,593千円
 

※１ 営業外収益の主要科目 

受取利息 1,231千円

受取家賃 4,213千円

為替差益 5,503千円
 

※１ 営業外収益の主要科目 

受取利息 2,761千円

受取家賃 8,426千円

為替差益 99,249千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 6,680千円

コミットメン 
トライン関連 
手数料 

1,500千円

上場関連費用 12,000千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,713千円

コミットメン
トライン関連
手数料 

2,508千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 12,201千円

コミットメン 
トライン関連 
手数料 

5,149千円

上場関連費用 12,000千円
 

※３ 特別利益 

貸倒引当金 
戻入益 

1,047千円

 

――― ※３ 特別利益 

貸倒引当金 
戻入益 

1,047千円

 
※４ 特別損失 

機械及び 
装置等除却損 

2,306千円

減損損失 25,064千円

役員退職 
慰労引当金繰入 

39,809千円

 
 

※４ 特別損失 

機械及び 
装置等除却損 

1,814千円

役員退職 
慰労金 

11,558千円
 

※４ 特別損失 

機械装置等 
除却損 

3,165千円

減損損失 25,064千円

役員退職 
慰労引当金繰入 

39,809千円

クレーム補償 
費用 

383,474千円
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 300,084千円

無形固定資産 1,312千円
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 367,786千円

無形固定資産 1,321千円
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 673,039千円

無形固定資産 2,903千円
 

※６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社

は、下記の遊休土地について減損

損失を計上しました。 

 

場所 兵庫県加西市 

用途 遊休（売却予定地） 

種類 土地 

金額 25,064千円 

従来、休止固定資産としていま

した上記土地は、将来使用する見

込みがなくなったことから売却予

定地としましたが、地価が著しく

下落しているため、減損損失を認

識いたしました。 

なお、当該土地の回収可能価額

は正味売却価額により測定してお

り、不動産鑑定士からの不動産鑑

定評価額に基づいて評価しており

ます。 

――― ※６ 減損損失 

当事業年度において、当社は、

下記の遊休土地について減損損失

を計上しました。 

 

場所 兵庫県加西市 

用途 遊休（売却予定地）

種類 土地 

金額 25,064千円 

従来、休止固定資産としていま

した上記土地は、将来使用する見

込みがなくなったことから売却予

定地としましたが、地価が著しく

下落しているため、減損損失を認

識いたしました。 

なお、当該土地の回収可能価額

は正味売却価額により測定してお

り、不動産鑑定士からの不動産鑑

定評価額に基づいて評価しており

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) 

――― ――― ※7 クレーム補償費用 

当社が平成18年３月期に売上計上

した製品ランプの一部について、特

定の使用条件下で品質基準を満たさ

ないことが判明しました。 

当社グループとしては専門メーカ

ーとしての技術的責任があるものと

判断し、交換費用等の一部を負担す

ることで顧客と協議の上合意しまし

た。これに伴う損失額383,474千円を

クレーム補償費用として特別損失に

計上しました。 

 
 

(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） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） ― 99 ― 99
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りです。 

   単元未満株式の買取りによる増加   99株 

 

２.リース取引 

該当する事項はありません。 
 
 

３.有価証券 
 

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) 

子会社株式で時価があるものはあり

ません。 

同左 同左 
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４.１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 

386円81銭 

１株当たり純資産額 

419円18銭

１株当たり純資産額 

399円14銭

１株当たり中間純利益 

37円54銭 

１株当たり中間純利益 

28円03銭

１株当たり当期純利益 

54円47銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載していません。 

同左  なお、潜在株式調整後の１株当た

り当期純利益については、潜在株式

が存在していないため記載しており

ません。 

 当社は、平成16年11月19日付けで

普通株式１株に対し普通株式３株の

割合で株式分割を行いました。 

 前中間会計期間の期首に当該株式

分割が行われたと仮定した場合にお

ける(１株当たり情報)の各数値は以

下のとおりです。 

 

 １株当たり純資産額 326円06銭 

 １株当たり中間純利益 32円47銭 

――― ――― 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
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 

前会計年度末 
平成18年３月31日 

中間貸借対照表の純資産の部の合
計額（千円） 

― 9,560,195 ―

普通株式に係る純資産額(千円) ― 9,560,195 ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 22,806,900 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 99 ―

1株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数(株) 

― 22,806,801 ―

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
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 

中間(当期)純利益(千円) 856,110 639,284 1,297,685

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 55,330

（うち利益処分による役員賞与） ― ― (55,330)

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円) 

856,110 639,284 1,242,355

普通株式の期中平均株式数(株) 22,806,900 22,806,888 22,806,900
 
 
 


