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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 16 日 

上場会社名 東海アルミ箔株式会社                  上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ５７５６                        本社所在都道府県  神奈川県 

（ＵＲＬ http://www.tokai-alumi.co.jp） 

代 表 者  役職名 取締役社長  氏名 水 野  昭 
問合せ先責任者  役職名 経営企画室長  氏名 細 田  勝     ＴＥＬ（０４５）３１３－８３１３ 

決算取締役会開催日  平成 18 年 11 月 16 日              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） 

 
１．18 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 

 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

百万円   ％  
6,945   (    5.8 ) 
6,561   (  △7.1 ) 

百万円   ％  
92   ( △46.7 ) 
173   (    7.1 ) 

百万円   ％  
68   ( △53.6 ) 
148   (   94.8 ) 

18 年３月期 13,360              487              413              

 

 中間（当期）純利益 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   ％  
82   ( △59.9 ) 
204   (   ―   ) 

円   銭  
10     70    
28     72    

18 年３月期 266              36     04    

（注）①期中平均株式数 
          普通株式 18年９月中間期 7,669,578 株 17年９月中間期 7,127,938 株 18年３月期 7,398,758 株 
          優先株式 18年９月中間期   170,000 株 17年９月中間期   170,000 株 18年３月期   170,000 株 
   ②会計処理方法の変更  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 

 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   
11,524       
11,612       

百万円  
1,192      
1,047      

％   
10.3      
9.0      

円   銭  
44     61    
25     82    

18 年３月期 11,126       1,109      10.0      33     90    

（注）①期末発行済株式数 
          普通株式 18年９月中間期 7,669,578 株 17年９月中間期 7,669,578 株 18年３月期 7,669,578 株 
          優先株式 18年９月中間期   170,000 株 17年９月中間期   170,000 株 18年３月期   170,000 株 
   ②期末自己株式数 
          普通株式 18年９月中間期    401 株 17年９月中間期    401 株 18年３月期    401 株 
          優先株式 18年９月中間期    ― 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） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 
通  期 

百万円 
15,100 

百万円
130 

百万円 
80 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 10 円 43 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 ― ― ― 

19 年３月期(実績) ― ― 

19 年３月期(予想) ― ― 
― 

 
 ※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は様々な要因の変化によ

り、記載の業績予想と異なる結果になる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ページをご参
照ください。 
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  「期中平均株式数」(自己株式数控除後) 

 18 年９月中間期 17 年９月中間期 18 年３月期 

普通株式 7,669,578 株 7,127,938 株 7,398,758 株

優先株式 170,000 株 170,000 株 170,000 株

 

  「期末発行済株式数」(自己株式数控除後) 

 18 年９月中間期 17 年９月中間期 18 年３月期 

普通株式 7,669,578 株 7,669,578 株 7,669,578 株

優先株式 170,000 株 170,000 株 170,000 株

 

 

   「１．18 年９月中間期の業績」指標算式は以下のとおりであります。 

     ○１株当たり中間（当期）純利益 

普通株式に係る中間（当期）純利益

普通株式の期中平均株式数 

 

     ○１株当たり純資産 

純資産の部の合計額－期末発行済優先株式数×発行価額

普通株式の期末発行済株式数（当中間期末） 

 

 

   「２．19 年３月期の業績予想」指標算式は以下のとおりであります。 

     ○１株当たり予想当期純利益（通期） 

普通株式に係る予想当期純利益 

普通株式の期末発行済株式数（当中間期末）
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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   1,564 803   1,372

 ２ 受取手形 ※5  1,396 1,395   1,036

 ３ 売掛金   2,632 3,285   2,903

 ４ たな卸資産   1,588 1,715   1,523

 ５ 未収入金   434 405   345

 ６ その他   238 298   236

   貸倒引当金   △481 △676   △615

流動資産合計   7,372 63.5 7,228 62.7  6,802 61.1

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1    

  (1) 建物 ※2 662 633  647 

  (2) 機械及び装置 ※2 552 573  580 

  (3) 土地 ※2 2,590 2,590  2,590 

  (4) その他 ※2 73 3,878 33.4 80 3,877 33.6 53 3,871 34.8

 ２ 無形固定資産   7 0.1 5 0.1  5 0.1

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  312 303  313 

  (2) 長期貸付金  211 173  201 

  (3) その他  74 64  67 

    貸倒引当金  △243 354 3.0 △128 413 3.6 △135 446 4.0

固定資産合計   4,239 36.5 4,296 37.3  4,323 38.9

資産合計   11,612 100.0 11,524 100.0  11,126 100.0
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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 ※5  1,359 1,331   1,306

 ２ 買掛金   2,310 2,623   1,898

 ３ 短期借入金 ※2  266 ―   340

 ４ 賞与引当金   42 54   50

 ５ 課徴金納付引当金   ― ―   130

 ６ その他 ※5  369 475   325

流動負債合計   4,347 37.5 4,485 38.9  4,052 36.4

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金 ※2  4,704 4,340   4,340

 ２ 繰延税金負債   0 0   0

 ３ 再評価に係る繰延 
   税金負債 

  521 521   521

 ４ 退職給付引当金   703 771   749

 ５ 役員退職慰労引当金   ― ―   79

 ６ 債務保証損失等引当金   129 110   149

 ７ リース資産減損勘定   158 104   124

固定負債合計   6,216 53.5 5,847 50.8  5,964 53.6

負債合計   10,564 91.0 10,332 89.7  10,016 90.0
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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

(％) 

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   780 6.7 ― ―  780 7.0

Ⅱ 資本剰余金   750 6.5 ― ―  750 6.7

   資本準備金   750 ―   750

Ⅲ 利益剰余金   △1,244 △10.7 ― ―  △1,182 △10.6

 １ 中間(当期)未処理損失   1,244 △10.7 ― ―  1,182 △10.6

Ⅳ 土地再評価差額金   761 6.5 ― ―  761 6.9

Ⅴ その他有価証券評価 
  差額金 

  0 0.0 ― ―  0 0.0

Ⅵ 自己株式   △0 △0.0 ― ―  △0 △0.0

資本合計   1,047 9.0 ― ―  1,109 10.0

負債・資本合計   11,612 100.0 ― ―  11,126 100.0

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   ― ― 780 6.7  ― ―

 ２ 利益剰余金     

  (1) その他利益剰余金     

    繰越利益剰余金   ― △350   ―

利益剰余金合計   ― ― △350 △3.0  ― ―

 ３ 自己株式   ― ― △0 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 430 3.7  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券評 
   価差額金 

  ― ― 0 0.0  ― ―

 ２ 土地再評価差額金   ― ― 761 6.6  ― ―

評価・換算差額等合計   ― ― 761 6.6  ― ―

純資産合計   ― ― 1,192 10.3  ― ―

負債純資産合計   ― ― 11,524 100.0  ― ―
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 (2) 中間損益計算書 

前中間会計期間 当中間会計期間 
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17年９月30日) 

 (自 平成18年４月 １日 
  至 平成18年９月30日) 

 (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   6,561 100.0 6,945 100.0  13,360 100.0

Ⅱ 売上原価   5,656 86.2 6,144 88.5  11,454 85.7

売上総利益   904 13.8 801 11.5  1,905 14.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   731 11.2 709 10.2  1,418 10.7

営業利益   173 2.6 92 1.3  487 3.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  43 0.7 33 0.5  62 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※2  67 1.0 57 0.8  136 1.0

経常利益   148 2.3 68 1.0  413 3.1

Ⅵ 特別利益 ※3  63 0.9 18 0.3  63 0.5

Ⅶ 特別損失 ※4  0 0.0 ― ―  193 1.5

  税引前中間(当期)純利益   211 3.2 87 1.3  283 2.1

  法人税、住人税及び事業税   6 0.1 5 0.1  16 0.1

中間(当期)純利益   204 3.1 82 1.2  266 2.0

  前期繰越損失   4,478   4,478

  資本金減少による欠損填補額   3,029   3,029

中間(当期)未処分利益   △1,244   △1,182
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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

合計 

利益 

準備金 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 

(百万円) 
780 750 750 ― △1,182 △1,182 △0 348

中間会計期間中の変動額    

 中間純利益 ― ― ― ― 82 82 ― 82

 資本準備金取崩額(注) ― △750 △750 ― 750 750 ― ―

 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) 
― △750 △750 ― 832 832 ― 82

平成18年9月30日残高 

(百万円) 
780 ― ― ― △350 △350 △0 430

 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 

(百万円) 
0 761 761 1,109

中間会計期間中の変動額   

 中間純利益 ― ― ― 82

 資本準備金取崩額 ― ― ― ―

 株主資本以外の項目 

 の中間会計期間中の 

 変動額(純額) 
0 ― 0 0

中間会計期間中の変動 

額合計(百万円) 
0 ― 0 82

平成18年9月30日残高 

(百万円) 
0 761 761 1,192

 (注)平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 
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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)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法 

(1)子会社株式及び関連会社株式

同左 

(1)子会社株式及び関連会社株式

同左 

１ 有価証券の評価基 

  準及び評価方法 

(2)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

均法により算定しており

ます。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2)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、売却原価は移動

平均法により算定してお

ります。） 

時価のないもの 

同 左 

(2)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

により算定しておりま

す。） 

時価のないもの 

同 左 

２ たな卸資産の評価 

  基準及び評価方法 

(1)製品及び仕掛品 

総平均法による低価法 

(2)原材料 

移動平均法による低価法 

(3)貯蔵品 

総平均法による原価法 

(1)製品及び仕掛品 

同 左 

(2)原材料 

同 左 

(3)貯蔵品 

同 左 

(1)製品及び仕掛品 

同 左 

(2)原材料 

同 左 

(3)貯蔵品 

同 左 

(1)有形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数及び残存価額

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。 

(1)有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

(1)有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

３ 固定資産の減価償 

  却の方法 

(2)無形固定資産 

定額法 

なお、償却年数については、

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。 

ただし、営業権については、

商法施行規則に規定する最長

期間(５年間)にわたり均等償

却し、自社利用ソフトウェア

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

ております。 

(2)無形固定資産 

定額法 

なお、償却年数については、

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。 

ただし、自社利用ソフトウェ

アは、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によ

っております。 

(2)無形固定資産 

定額法 

なお、償却年数については、

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。 

ただし、営業権については、

商法施行規則に規定する最長

期間(５年間)にわたり均等償

却し、自社利用ソフトウェア

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

ております。 

(1)貸倒引当金 

債権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)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払

に備えるため、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 

従業員に対する賞与の支払

に備えるため、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。 

４ 引当金の計上基準 

(3)   ――――― (3)   ――――― (3)課徴金納付引当金 

独占禁止法の規定に基づく

排除勧告を応諾したことを受

け、課徴金納付引当金を計上し

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) 

(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。 

なお、会計基準変更時差異

(821百万円)については、15年

による按分額を費用処理して

おります。 

(4)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額

に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異

(821百万円)については、15年

による按分額を費用処理して

おります。 

 

 

 

(5)    ――――― (5)    ――――― (5)役員退職慰労引当金 

平成18年４月28日開催の取

締役会において、平成 18 年３

月期に係る定時株主総会の日

をもって役員退職慰労金制度

を廃止することとし、当事業年

度までの在任期間中の職務遂

行の対価部分相当を、支給すべ

き退職慰労金の額として決定

したことにより、当該金額を引

当計上しております。 

 

(6)債務保証損失等引当金 

関係会社への債務保証等に

係る損失に備えるため、関係会

社の財政状態等を勘案し、損失

負担額を計上しております。 

(6)債務保証損失等引当金 

同 左 

(6)債務保証損失等引当金 

同 左 

５ リース取引の会計 

  処理の方法 

 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 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 

 税抜方式によっております。 

 なお、仮払消費税等と仮受消費

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。 

消費税等の会計処理 

 同 左 

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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会計処理方法の変更 

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) 

前事業年度 
   (自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日) 

――――――― ――――――― (役員退職慰労引当金) 

 役員退職慰労金については、従来退任時

に計上しておりましたが、平成 18 年４月

28 日開催の取締役会において、平成 18 年

３月期に係る定時株主総会の日をもって

役員退職慰労金制度を廃止することとし、

当事業年度までの在任期間中の職務遂行

の対価部分相当を、支給すべき退職慰労金

の額として決定したことにより、当該金額

を引当計上することに変更しております。

 この変更により、当事業年度の発生額17

百万円は販売費及び一般管理費に計上し、

過年度対応額 61 百万円は特別損失に計上

しております。 

 この結果、従来の方法と比較して、営業

利益及び経常利益はそれぞれ 17 百万円減

少し、税引前当期純利益は 79 百万円減少

しております。 

 なお、取締役会の決定が平成 18 年４月

28 日であったことから当中間会計期間に

おいては従来の方法によっております。変

更後の方法によった場合と比較して、営業

利益及び経常利益が８百万円、税引前中間

純利益が 70 百万円多く計上されておりま

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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は1,192百万円であります。 

 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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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 

11,268 百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

11,384 百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

11,324 百万円 

※２ 担保資産及び対応債務 

   担保に供されている資産は次のと

おりであります。 

※２ 担保資産及び対応債務 

   担保に供されている資産は次のと

おりであります。 

※２ 担保資産及び対応債務 

   担保に供されている資産は次のと

おりであります。 

 百万円 百万円 

土地 2,590 (2,590) 

建物 666 (666) 

機械及び装置 515 (515) 

有形固定資産 
その他 

21 (21) 

  計 3,793 (3,793) 
 

 百万円 百万円

土地 2,590 (2,590)

建物 612 (612)

機械及び装置 543 (543)

有形固定資産 
その他 

52 (52)

  計 3,798 (3,798)
 

 百万円 百万円

土地 2,590 (2,590)

建物 625 (625)

機械及び装置 546 (546)

有形固定資産 
その他 

25 (25)

  計 3,788 (3,788)
 

  上記に対応する債務は次のとおりで

あります。 

  上記に対応する債務は次のとおりで

あります。 

  上記に対応する債務は次のとおりで

あります。 

 百万円 百万円 

長期借入金 4,970 (4,970) 

(一年以内返済予定分を含む) 

  計 4,970 (4,970) 
 

 百万円 百万円

長期借入金 4,340 (4,340)

(一年以内返済予定分を含む) 

  計 4,340 (4,340)
 

 百万円 百万円

長期借入金 4,680 (4,680)

(一年以内返済予定分を含む) 

  計 4,680 (4,680)
 

  上記のうち( )内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。 

  このほか、担保提供資産に対応する

債務として、関係会社の金融機関から

の借入金 177 百万円があります。 

  上記のうち( )内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。 

  このほか、担保提供資産に対応する

債務として、関係会社の金融機関から

の借入金 155 百万円があります。 

  上記のうち( )内書は工場財団抵当

並びに当該債務を示しております。 

  このほか、担保提供資産に対応する

債務として、関係会社の金融機関から

の借入金 165 百万円があります。 

 ３ 偶発債務 

   保証債務 

    次の会社について金融機関から

の借入に対して債務保証を行って

おります。 

    ㈱東海アルミ箔北海道 

74 百万円 

 ３ 偶発債務 

   保証債務 

    次の会社について金融機関から

の借入に対して債務保証を行って

おります。 

    ㈱東海アルミ箔北海道 

34 百万円 

 ３ 偶発債務 

   保証債務 

    次の会社について金融機関から

の借入に対して債務保証を行って

おります。 

    ㈱東海アルミ箔北海道 

45 百万円 

 ４ 受取手形割引高 

126 百万円 

 ４     ――――― 

 

 ４ 受取手形割引高 

199 百万円 

※５     ――――― ※５ 中間会計期間末日満期手形の処理

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の残高に

含まれております。 

 受取手形     159 百万円 

 支払手形     191 百万円 

 流動負債その他   0 百万円 
 (設備支払手形) 

※５     ――――― 
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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 営業外収益の主要項目 

 百万円 

 受取利息 5 

 受取配当金 7 

 受取補償金 4 

 預託金償還益 5 

 保証債務取崩益 16  

※１ 営業外収益の主要項目 

 百万円

 受取利息 6 

 受取配当金 3 

 受取補償金 14 

 保証債務取崩益 5  

※１ 営業外収益の主要項目 

 百万円

 受取利息 11 

 受取配当金 7 

 受取補償金 14 

 預託金償還益 5 

 保証債務取崩益 15  

※２ 営業外費用の主要項目 

 百万円 

 支払利息 56 

 手形売却損 2 

 新株発行費 4  

※２ 営業外費用の主要項目 

 百万円

 支払利息 51 

   

    

※２ 営業外費用の主要項目 

 百万円

 支払利息 110 

 手形売却損 3 

 新株発行費 4  

※３ 特別利益の主要項目 

 百万円 

 投資有価証券売却益 63  

※３ 特別利益の主要項目 

 百万円

 課徴金納付引当金戻入益 5 

 関係会社清算益 13  

※３ 特別利益の主要項目 

 百万円

 投資有価証券売却益 63  

※４ 特別損失の主要項目 

 百万円 

 投資有価証券売却損 0  

※４     ――――― 

 

    

※４ 特別損失の主要項目 

 百万円

 投資有価証券売却損 0 

 過年度役員退職慰労引当
 金繰入額 

61 

 課徴金納付引当金繰入額 130 
 

 ５ 減価償却実施額 

 百万円 

有形固定資産 60 

無形固定資産 6 

  合計 66  

 ５ 減価償却実施額 

 百万円

有形固定資産 60 

無形固定資産 0 

  合計 61  

 ５ 減価償却実施額 

 百万円

有形固定資産 116 

無形固定資産 2 

  合計 118  

 

 

(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 401 ― ― 401 
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① 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 月４月 １日 
  至 平成 18 月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 

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 

 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 

 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

額及び期末残高相当額 

 

 取得価額

相当額 

 

(百万円) 

減価償却

累計額相

当額 

(百万円) 

減損損失

累計額相

当額 

(百万円) 

中間期末

残高相当

額 

(百万円) 

機械及び

装置 
775 488 106 180 

(有形固

定資産)

その他 

156 110 45 ― 

無形固定

資産 
11 5 6 ― 

合計 942 604 158 180 
 

 取得価額

相当額 

 

(百万円)

減価償却

累計額相

当額 

(百万円)

減損損失

累計額相

当額 

(百万円)

中間期末

残高相当

額 

(百万円)

機械及び

装置 
523 162 74 285

(有形固

定資産)

その他 

200 145 25 30

無形固定

資産 
11 7 4 ―

合計 735 315 104 316
 

 取得価額

相当額 

 

(百万円) 

減価償却

累計額相

当額 

(百万円)

減損損失

累計額相

当額 

(百万円)

期末残高

相当額 

 

(百万円)

機械及び

装置 
827 520 85 221

(有形固

定資産)

その他 

189 124 33 31

無形固定

資産 
11 6 5 ―

合計 1,028 651 124 253

(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 

   百万円 

１年以内 84  

１年超 253  

 合計 338  

   百万円 

リース資産減損 
勘定中間期末残高 

158  

 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

   百万円 

１年以内 94  

１年超 326  

 合計 420  

   百万円 

リース資産減損 
勘定中間期末残高 

104  

 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

   百万円 

１年以内 91  

１年超 285  

 合計 377  

   百万円 

リース資産減損 
勘定期末残高 

124  

 

(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

取崩額及び減価償却費相当額 

   百万円 

支払リース料 49  

リース資産減損 
勘定の取崩額 

34  

減価償却費相当額 49   

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額及び減価償却費相当額 

   百万円 

支払リース料 53  

リース資産減損 
勘定の取崩額 

19  

減価償却費相当額 53   

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額及び減価償却費相当額 

   百万円 

支払リース料 98  

リース資産減損 
勘定の取崩額 

68  

減価償却費相当額 98   

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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

    同 左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

    同 左 
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② 有価証券関係 

  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)及び前事業年度末(平成 18 年３月 31 日) 

   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 25.82円 
 

１株当たり純資産額 44.61円
 

１株当たり純資産額 33.90円
 

１株当たり中間純利益 28.72円 
 

１株当たり中間純利益 10.70円
 

１株当たり当期純利益 36.04円
 

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益 

23.75円 
 

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益 

8.95円
 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

29.99円
 

 当社は、平成 17 年４月 27 日付で普通

株式 10 株を１株に併合しております。 

 なお、当該株式併合が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報につ

いては、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり 
純資産額 

△686.36円 

１株当たり 
純資産額 

△140.27円 

１株当たり 
中間純損失 

1,086.04円 

１株当たり 
当期純損失 

565.03円 

(注) なお、潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益金額については、

１株当たり中間(当期)純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  当社は、平成 17 年４月 27 日付で普通

株式 10 株を１株に併合しております。 

 なお、当該株式併合が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度の１株当

たり情報については、以下のとおりとな

ります。 

 １株当たり純資産額  △140.27 円 

 １株当たり当期純損失  565.03 円 

 (注) なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

 
 (注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 
 

 
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 (百万円) 204 82 266 

 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) 204 82 266 

 普通株式の期中平均株式数 (株) 7,127,938 7,669,578 7,398,758 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

    

 中間(当期)純利益調整額 (百万円) ― ― ― 

 普通株式増加数 (株) 1,493,849 1,493,849 1,493,849 

 (うち優先株式) (株) (1,493,849) (1,493,849) (1,493,849) 

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
に含まれなかった潜在株式の概要 

― ― ― 
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