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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 ＊記載金額は、百万円未満を切捨て表示してあります。

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 26,964 △2.9 770 － 812 －

17年９月中間期 27,762 317.8 △143 － △305 －

18年３月期 56,071  183  46  

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 881 81.0 9 96

17年９月中間期 4,641 629.7 52 93

18年３月期 4,248  48 25

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 88,526,690株 17年９月中間期 87,694,688株 18年３月期 88,054,347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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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

百万円 百万円 ％ 円　銭

18年９月中間期 57,863 23,109 39.9 260.34

17年９月中間期 57,111 22,869 40.0 260.80

18年３月期 52,290 22,714 43.4 256.93

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 88,730,894株 17年９月中間期 87,765,680株 18年３月期 88,496,228株

②期末自己株式数 18年９月中間期 95,549株 17年９月中間期 75,862株 18年３月期 87,093株

２．平成19年度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 52,000 450 270

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　３円４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 － 5.0 5.0

19年３月期（実績） － －  

19年３月期（予想） － 5.0 5.0

 

 

（注）上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって

異なる結果となる可能性があります。
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５．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
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  16   1   10   

2.　受取手形  123   126   173   

3.　売掛金 ※4 12,183   10,326   6,161   

4.　たな卸資産  4,785   4,190   4,429   

5.　関係会社未収金  1,854   4,426   3,250   

6.　前渡金  22   36   11   

7.　関係会社短期
貸付金

 40   368   89   

8.　前払費用  159   216   186   

9.　繰延税金資産  1,154   1,187   1,324   

10. その他流動資産 ※5 1,146   1,271   692   

11. 貸倒引当金  △196   △72   △196   

流動資産合計   21,289 37.3  22,078 38.2  16,132 30.9

Ⅱ　固定資産           

(1) 有形固定資産 ※1          

1.　建物 ※4 510   783   783   

2.　構築物  10   11   9   

3.　機械装置  97   89   98   

4.　工具器具
及び備品

 937   791   844   

5.　土地 ※4 1,246   1,246   1,246   

6.　建設仮勘定  704   704   704   

7.　その他  1   0   ―   

有形固定資産合計  3,509   3,627   3,686   
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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
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
(％)

(2) 無形固定資産           

1.　借地権  1,056   1,056   1,056   

2.　商標権  455   373   414   

3.　ソフトウェア  361   280   328   

4.　その他無形
固定資産

 17   17   17   

無形固定資産合計  1,889   1,727   1,816   

(3) 投資その他の資産           

1.　投資有価証券  1,179   1,171   1,424   

2.　関係会社株式  8,465   8,497   8,465   

3.　長期貸付金  314   93   171   

4.　関係会社
長期貸付金

 17,596   17,566   17,591   

5.　繰延税金資産  2,598   2,489   2,487   

6.　その他  459   713   678   

7.　貸倒引当金  △290   △105   △170   

投資その他の
資産合計

 30,323   30,426   30,649   

固定資産合計   35,723 62.5  35,781 61.8  36,152 69.1

Ⅲ　繰延資産           

1.　創立費  98   2   5   

繰延資産合計  98  0.2 2  0.0 5  0.0

資産合計   57,111 100.0  57,863 100.0  52,290 100.0
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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
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.　買掛金  8,980   9,626   6,763   

2.　関係会社未払金  1,834   2,171   2,005   

3.　関係会社
短期借入金

 3,120   2,185   2,372   

4.　短期借入金
※

2,3,4
2,486   5,180   859   

5.　一年内返済予定
長期借入金

※
2,3,4

600   600   600   

6.　未払金  665   670   1,176   

7.　未払費用  1,190   1,573   1,834   

8.　未払法人税等  1,149   562   873   

9.　製品保証引当金  ―   229   248   

10. 賞与引当金  ―   202   321   

11. その他流動負債  1,263   116   89   

流動負債合計   21,289 37.3  23,118 40.0  17,143 32.8

Ⅱ　固定負債           

1.　長期借入金
※

2,3,4
6,900   6,300   6,900   

2.　退職給付引当金  5,886   5,149   5,356   

3.　役員退職慰労
引当金

 72   94   83   

4.　その他  92   92   92   

固定負債合計   12,952 22.7  11,635 20.1  12,432 23.8

負債合計   34,241 60.0  34,754 60.1  29,575 56.6

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   3,255 5.7  ―   3,279 6.3

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  15,500   ―   15,523   

資本剰余金合計   15,500 27.1  ― ―  15,523 29.7

Ⅲ　利益剰余金           

利益準備金  142   ―   142   

中間(当期)
未処分利益

 3,785   ―   3,391   

利益剰余金合計   3,927 6.8  ― ―  3,533 6.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  206 0.4  ― ―  403 0.7

Ⅴ　自己株式   △20 △0.0  ― ―  △25 △0.0

資本合計   22,869 40.0  ― ―  22,714 43.4

負債及び資本合計   57,111 100.0  ― ―  52,290 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

1　資本金   ―   3,308 5.7  ―  

2　資本剰余金           

（1）資本準備金  ―   15,552   ―   

（2）その他資本剰余金  ―   ―   ―   

資本剰余金合計   ― ―  15,552 26.9  ― ―

3　利益剰余金           

－ 4 －



  
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
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
(％)

（1）利益準備金  ―   142   ―   

（2）その他利益剰余金           

　繰越利益剰余金  ―   3,831   ―   

利益剰余金合計   ― ―  3,973 6.8  ― ―

4　自己株式   ― ―  △28 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  22,806 39.4  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

1　その他有価証券評価差
額金

  ― ―  271 0.5  ― ―

2　繰延ヘッジ損益   ― ―  △1 △0.0  ― ―

　評価・換算差額等合計   ― ―  269 0.5  ― ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  33 0.1  ― ―

　純資産合計   ― ―  23,109 39.9  ― ―

　負債純資産合計   ― ―  57,863 100.0  ― ―
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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   27,762 100.0  26,964 100.0  56,071 100.0

Ⅱ　売上原価   21,982   21,009   44,186  

売上総利益   5,780 20.8  5,954 22.1  11,884 21.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1  5,923 21.3  5,184 19.2  11,701 20.9

営業利益又は
営業損失（△）

  △143 △0.5  770 2.9  183 0.3

Ⅳ　営業外収益           

1. 受取配当金  7   6   9   

2. 受取利息  121   236   356   

3. その他  12 141 0.5 13 256 0.9 33 399 0.7

Ⅴ　営業外費用           

1. 創立費償却  92   2   185   

2. クレジットアレンジ
メントフィー償却

 ―   34   69   

3. 為替差損  39   32      

4. 支払利息  113   95   225   

5. その他  58 303 1.0 49 214 0.8 56 536 1.0

経常利益
又は経常損失(△)

  △305 △1.0  812 3.0  46 0.1

Ⅵ　特別利益 ※２  9,338   1,105 4.1  9,504 16.9

Ⅶ　特別損失 ※３  1,642   311 1.2  2,781 5.0

税引前中間（当
期）純利益

  7,389 26.6  1,606 6.0  6,768 12.1

法人税、住民税
及び事業税

 1,077   391   1,043   

法人税等追徴税額
 

 ―   71   ―   

法人税等調整額  1,670 2,747 9.9 262 725 2.7 1,476 2,519 4.5

中間（当期）純利
益

  4,641 16.7  881 3.3  4,248 7.6

前期繰越利益   386   ―   386  

合併受入未処理損
失

  △666   ―   △666  

抱合せ株式消却損   △576   ―   △576  

中間（当期）未処
分利益

  3,785 13.6  ―   3,391 6.0
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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
繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計

平成18年４月１日　残高

（百万円）
3,279 15,523 ― 15,523 142 3,391 3,533 △25 22,310

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 29 29 ― 29     58

剰余金の配当（百万円）

（注）
     △442 △442  △442

中間純利益（百万円）      881 881  881

自己株式の取得（百万円）        △3 △3

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）
29 29 ― 29 ― 439 439 △3 495

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,308 15,552 ― 15,552 142 3,831 3,973 △28 22,806

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４月１日　残高

（百万円）
403 ― 403 ― 22,714

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）     58

剰余金の配当（百万円）

（注）
    △442

中間純利益（百万円）     881

自己株式の取得（百万円）     △3

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）

△132 △1 △134 33 △100

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△132 △1 △134 33 394

平成18年９月30日　残高

（百万円）
271 △1 269 33 23,109

（注）平成18年３月期決算の利益処分によるものであります。
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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

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

　移動平均法に基づく原価法を

採用しております。

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

　同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

　同左

その他の有価証券

a 時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法であり、評価差額は

全部資本直入法により処理して

おります。

その他の有価証券

a 時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法であり、評価差額は

全部純資産直入法により処理し

ております。

その他の有価証券

a 時価のあるもの

　期末決算日の市場価格等に基

づく時価法であり、評価差額は

全部資本直入法により処理して

おります。

b 時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法を

適用しております。

b 時価のないもの

　同左

b 時価のないもの

　同左

(2) たな卸資産

a 製品

　先入先出法による原価法を採

用しております。

(2) たな卸資産

同左

　

(2) たな卸資産

    同左

 

b 半製品

　先入先出法に基づく原価法を

採用しております。

 

 

 

 

c 材料・仕掛品

　移動平均法に基づく原価法を

採用しております。

 

 

 

 

(3) デリバティブ取引により生じる

正味の債権（及び債務）の評価

基準及び評価方法

時価法

(3) デリバティブ取引により生じる

正味の債権（及び債務）の評価

基準及び評価方法

同左

(3) デリバティブ取引により生じる

正味の債権（及び債務）の評価

基準及び評価方法

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降取

得した建物(建物付属設備は除

く)については、定額法によっ

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。

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　　同左

建物 9年～42年

構築物 5年～25年

機械装置 4年～10年

工具器具及び備品 2年～10年

その他 4年

建物 7年～42年

構築物 5年～25年

機械装置 4年～10年

工具器具及び備品 2年～10年

その他 4年

建物  9年～42年

構築物

機械装置

工具器具及び備品

 その他

 5年～25年

　4年～10年

  2年～10年

  4年

(2) 無形固定資産

　ソフトウェアについては、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。

(2) 無形固定資産

　同左

(2) 無形固定資産

　同左

　商標権については定額法(10

年)で償却しております。

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)

３　繰延資産の処理方法

(1) 創立費

　商法施行規則の規定により毎

期均等額（５年）を償却してお

ります。

３　繰延資産の処理方法

(1) 創立費

毎期均等額（５年）を償却して

おります。

３　繰延資産の処理方法

(1) 創立費

　商法施行規則の規定により毎

期均等額（５年）を償却してお

ります。

４　引当金の計上基準

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

による計算額を、貸倒懸念債権等の

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。

４　引当金の計上基準

貸倒引当金

　同左

４　引当金の計上基準

貸倒引当金

　同左

退職給付引当金

　平成17年4月1日付での株式会社デ

ノン、日本マランツ株式会社との合

併により、退職給付引当金を計上し

ております。

　確定給付型の制度として厚生年金

基金制度及び適格退職年金制度を採

用しておりましたが、厚生年金基金

制度につきましては平成16年1月に

解散しました。また、平成16年2月

に従来の確定給付型年金制度から確

定拠出年金制度に移行したことに伴

い、適格退職年金制度を廃止しまし

た。

　廃止した適格退職年金制度に関わ

る年金資産は分配し、年金資産が不

足する過去勤務分の退職金は退職給

付引当金として認識して退職時に従

業員に支払います。

　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

一定の年数による定額法により翌事

業年度から費用処理することとして

おります。

　過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により費用処理

することとしております。

退職給付引当金

　同左

退職給付引当金

　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)

役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充てる

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。

役員退職慰労引当金

　同左

役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

 

 

賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間会計期間に

対応する金額を計上しております。

賞与引当金

   従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度に

対応する金額を計上しております。

 

  

製品保証引当金

  販売製品の無償サービス費用の支

出に備えるため、売上に対する補償

実績率に基づき、当中間会計期間に

おいて必要額を計上しております。

製品保証引当金

  販売製品の無償サービス費用の支

出に備えるため、売上に対する補償

実績率に基づき、当事業年度末にお

いて必要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。

５　リース取引の処理方法

　同左

５　リース取引の処理方法

　同左

６　ヘッジ会計の方法

　外貨建債権債務のうち、為替予約

が付されているものについては、振

当処理を行っております。また、外

貨建予定取引の為替リスクのヘッジ

については繰延ヘッジ処理を行って

おります。金利スワップについて

ヘッジ会計の要件を満たしている場

合は、繰延ヘッジ処理を行っており

ます。ただし、特例処理の要件を満

たしている場合は、特例処理によっ

ております。

６　ヘッジ会計の方法

　　同左

６　ヘッジ会計の方法

　　同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段…先物為替予約

 

  ヘッジ対象…外貨建債権債務

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段…先物為替予約、

     　　　 金利スワップ　

　ヘッジ対象…外貨建債権債

　　　　　　務、長期借入金

　①　ヘッジ手段とヘッジ対象

 　　 同左

 

②　ヘッジ方針

　社内管理規定に従い、相場の変

動によるリスクを軽減するために、

デリバティブ取引を行うこととし

ております。

②　ヘッジ方針

　同左

  ②　ヘッジ方針

      同左

③　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の

キャッシュ・フローの固定化・変

動の回避との相関関係が継続的に

存在することが明らかであること

から、ヘッジ会計適用によるヘッ

ジの有効性の評価は不要のため、

行っておりません。

③　ヘッジの有効性評価の方法

　同左

  ③　ヘッジの有効性評価の方法

      同左

７　消費税等の処理方法 ７　消費税等の処理方法

　同左

７　消費税等の処理方法

  同左

－ 10 －



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)

　消費税等については、税抜方式に

より処理しております。

８　連結納税制度の適用

　当中間会計期間から連結納税制度

を適用しております。

８　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

８　連結納税制度の適用

　当事業年度から連結納税制度を適

用しております。
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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。これにより税引前

中間純利益に与える影響はありません。

                ―

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　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

純利益に与える影響はありません。

                ―

 

（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、23,076百万円でありま

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。

                ―

 

                ―

 

（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。

　これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は、それぞれ33百万

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）

　前中間会計期間まで流動負債の「その他」に含めており

ました「賞与引当金」、「製品保証引当金」は、金額的重

要性が増したため、当中間会計期間より区分掲記しており

ます。なお、前中間会計期間に「その他」に含まれていた

「賞与引当金」の金額は148百万円、「製品保証引当金」

の金額は213百万円です。

  　　　　　　　　　  　―  （損益計算書）

　前中間会計期間まで営業外費用の「その他」に含めてお

りました「クレジットアレンジメントフィー償却」は、金

額的重要性が高まったため、前事業年度より区分掲記しま

した。なお、前中間会計期間に「その他」に含まれていた

クレジットアレンジメントフィー償却の金額は34百万円で

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

3,732百万円 1,857百万円 1,383百万円

   

※２　コミットメントライン ※２　コミットメントライン ※２　コミットメントライン

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うためコミットメントラ

インを主幹事のみずほ銀行、三

井住友銀行と締結しているほか、

みずほ銀行を主幹事とするコ

ミットメントライン設定契約を

締結しております。

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うためコミットメントラ

インを主幹事のみずほ銀行、三

井住友銀行と締結しております。

同左

 (百万円)

コミットメントライン契約の総額

       11,000

借入実行残高 －

差引額 11,000

 (百万円)

コミットメントライン契約の総額

      11,000

借入実行残高  4,200

差引額 6,800

 (百万円)

コミットメントライン契約の総額

      11,000

借入実行残高 －

差引額    11,000

※３　財務制限条項 ※３　財務制限条項 ※３　財務制限条項

上記コミットメントラインには

各種財務指標の遵守、最低利益

の確保等の財務制限条項が付さ

れておりますが、当社グループ

はこの財務制限条項に従ってお

ります。

同左 同左

※４　担保に供されている資産は次の

通りです。

※４　担保に供されている資産は次の

通りです。

※４　担保に供されている資産は次の

通りです。

 (百万円)

(1)担保資産  

 土地 970

 建物 211

 売掛金 712

 合計 1,893

(2)上記に対する債務

 短期借入金 1,700

 合計 1,700

 (百万円)

(1)担保資産  

 土地 970 

 建物 199 

 売掛金 424 

 合計 1,593 

(2)上記担保は、コミットメントラ

イン契約に対するものであります。

   

   

   

   

 (百万円)

(1)担保資産  

土地  970  

建物  204  

売掛金  489  

合計  1,664  

(2)上記担保は、コミットメントラ

イン契約に対するものであります。

   

※５　消費税等の取り扱い ※５　消費税等の取り扱い ※５　消費税等の取り扱い

 　　 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、「その他流動資

産」に含めて表示しております。

 　　 同左     　同左
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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　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産　　 147百万円 有形固定資産　　 132百万円 有形固定資産　　269百万円

無形固定資産　　 110 無形固定資産     102 無形固定資産    212

   

※２　特別利益の主要項目 ※２　特別利益の主要項目 ※２　特別利益の主要項目

土地建物売却益 9,305百万円 投資有価証券売却益  219百万円  　　 土地建物売却益 9,305百万円

貸倒引当金戻入益　32 貸倒引当金戻入益　  190　　  　　 貸倒引当金戻入益 157　　

 土地売却益　　　　 　76  

 マネージメント

サービスフィー収入　620 

 

   

※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目

リオ事業撤退

関連損失        1,489百万円

欧州環境規制に係る

棚卸資産廃棄損      264百万円

 　　 リオ事業撤退

　　  関連損失       1,813百万円

その他　　        153 棚卸資産廃棄損　　　 31     　組織再編費用　　 347

      その他　　　　　　　 16  　　 過年度特許料　　 116

   　　 投資有価証券

      評価損           100
   　　 棚卸資産評価損   107
        補償金負担による

　　　損失　　　　　　 110
        早期割増退職金　　83
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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
（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）

自己株式     

普通株式 87 8 ― 95

合計 87 8 ― 95

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加８千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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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)

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

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

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

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却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及び期末

残高相当額

機械装置及び運搬具　(百万円) 機械装置及び運搬具　(百万円) 機械装置及び運搬具　 (百万円)

取取得価額相当額 435

減価償却累計相当額 225

中間期末残高相当額 209

取得価額相当額 639

減価償却累計相当額 175

中間期末残高相当額 464

 取取得価額相当額 253

 減価償却累計相当額 80

 中間期末残高相当額 173

工具器具備品 工具器具備品 工具器具備品　　　　

取得価額相当額 122

減価償却累計額相当額 60

中間期末残高相当額 62

取得価額相当額 185

減価償却累計額相当額 118

中間期末残高相当額 66

取得価額相当額 97

減価償却累計額相当額 48

期末残高相当額 48

無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産

取得価額相当額 867

減価償却累計額相当額 322

中間期末残高相当額 544

取得価額相当額 1,059

減価償却累計額相当額 568

中間期末残高相当額 490

取得価額相当額 866

減価償却累計額相当額 411

期末残高相当額 454

合計 合計 合計

取得価額相当額 1,425

減価償却累計額相当額 609

中間期末残高相当額 816

取得価額相当額 1,883

減価償却累計額相当額 862

中間期末残高相当額 1,021

取得価額相当額 1,216

減価償却累計額相当額 540

期末残高相当額 676

②　未経過リース料中間期末残高相

当額　　　　　　(百万円)

②　未経過リース料中間期末残高相

当額　　　　　　(百万円)

②　未経過リース料期末残高相当額

　　　　　　　　(百万円)

１年以内 269

１年超 564

合計 833

１年以内 359

１年超 689

合計 1,049

１年以内 251

１年超 444

合計 695

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(百万円) (百万円) (百万円)

支払リース料 170

減価償却費相当額 159

支払利息相当額 13

支払リース料 200

減価償却費相当額 189

支払利息相当額 14

支払リース料 328

減価償却費相当額 307

支払利息相当額 25

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り算

定しております。

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

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。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

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　　　(百万円) 未経過リース料　　　(百万円) 未経過リース料　　　(百万円)

１年以内 1

１年超 1

合計 2

１年以内 45

１年超 20

合計 65

１年以内 1

１年超 -

合計 1
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年9月30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。

当中間会計期間末（平成18年9月30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。

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。
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（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
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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）

１．平成17年10月14日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

①　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　80,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　80,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　308円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１ ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年10月24日

新株の配当起算日　　　　　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属す

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。

②　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　420,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　420,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　308円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１　ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年10月31日

新株の配当起算日　　　　　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属す

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。

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．平成18年９月29日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

①　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　30,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　30,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　336円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１ ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年10月14日

新株の配当起算日　　　　　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属す

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。

②　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　44,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　44,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　336円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１　ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年10月21日

新株の配当起算日　　　　　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属す

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。
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前事業年度　（自　平成17年4月１日　至　平成18年3月31日）

１．平成18年４月６日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

　　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　50,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　50,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　466円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１ ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年４月18日

新株の配当起算日　　　　　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属す

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。

２．平成18年４月25日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

　　新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　600,000個

発行する株式の種類および数　　　　　　　普通株式　600,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　413円

発行価額中資本に組み入れない額　　　　　発行価額の2分の１　ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年５月２日

新株の配当起算日　　　　　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属す

る営業年度の前営業年度の終わりにおいて、新株の発行があっ

たものとしてこれを支払う。
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