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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17日 

上場会社名 ジオマテック株式会社 上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号 ６９０７ 本社所在都道府県  神奈川県 
（ＵＲＬ http://www.geomatec.co.jp）  
代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
 氏 名       松﨑 隆造  
問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理部長  
 氏 名       中村 和正 ＴＥＬ （０４５）２２２－５７２０ 
決算取締役会開催日  平成18年11月17日 配当支払開始日  平成18年12月７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 （百万円未満は切捨表示）

 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 7,871 （   8.9） △256 （   －） △204 （   －） 
17年９月中間期 7,226 （ △31.5） △74 （   －） △35 （   －） 
1 8 年 ３ 月 期 13,586  △682  △599  

 
 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 △5,898 （   －） △652 89   
17年９月中間期 △36 （   －） △3 98   
1 8 年 ３ 月 期 △414  △45 32  

（注）1.期中平均株式数 18年９月中間期 9,033,963株 17年９月中間期 9,152,100株 18年３月期 9,152,072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 

 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 22,679 17,901 78.9 2,028 17 
17年９月中間期 29,714 24,627 82.9 2,690 95 
1 8 年 ３ 月 期 28,615 24,505 85.6 2,677 60 

（注）1.期末発行済株式数 18年9月中間期 8,826,320株 17年9月中間期 9,152,100株 18年3月期 9,152,020株 
2.期末自己株式数  18年9月中間期  326,080株 17年9月中間期    300株 18年3月期    380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 16,500 △110 △5,810  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △658円26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 － 30.00 30.00  
19年３月期（実績） 15.00 －  
19年３月期（予想） － 15.00 

30.00 
 

 
※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて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
数値と異なる可能性があります。 
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６．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  5,723,200   5,541,646   5,253,169   

２ 受取手形 ※３ 487,637   242,569   413,846   

３ 売掛金  3,932,966   3,942,813   3,046,446   

４ 有価証券  1,200,176   1,200,352   1,200,265   

５ たな卸資産  988,077   1,058,261   1,022,393   

６ 繰延税金資産  137,361   －   326,986   

７ その他  165,566   148,976   485,138   

貸倒引当金  △4,149   △4,115   △4,018   

流動資産合計   12,630,837 42.5  12,130,503 53.5  11,744,228 41.0 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 3,976,504   2,294,853   3,804,465   

(2）機械及び装置   5,146,595   1,051,820   4,628,044   

(3）土地 ※２ 3,028,183   2,499,625   3,028,183   

(4）建設仮勘定  38,572   21,729   42,159   

(5）その他  368,926   303,814   412,403   

有形固定資産合計  12,558,782   6,171,843   11,915,256   

２ 無形固定資産  19,046   14,840   16,028   

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券  2,525,511   2,376,480   2,958,002   

(2）その他  1,992,081   1,994,706   1,992,187   

貸倒引当金  △12,129   △8,581   △10,356   

投資その他の資産
合計  4,505,463   4,362,605   4,939,833   

固定資産合計   17,083,292 57.5  10,549,289 46.5  16,871,119 59.0 

資産合計   29,714,130 100.0  22,679,792 100.0  28,615,348 100.0 
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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  1,056,975   848,835   883,175   
２ 買掛金  610,509   1,007,289   431,359   
３ １年内返済予定長
期借入金 ※２ 789,913   544,476   583,395   

４ 未払法人税等  31,411   26,752   －   
５ 賞与引当金  297,023   214,457   271,986   
６ 設備関係支払手形  548,704   39,986   119,663   
７ 繰延税金負債  －   28,205   －   
８ その他  361,536   314,313   413,777   

流動負債合計   3,696,074 12.4  3,024,317 13.4  2,703,357 9.5 
Ⅱ 固定負債           
１ 長期借入金 ※２ 937,682   939,666   778,004   
２ 繰延税金負債  6,264   308,548   137,949   
３ 退職給付引当金  215,629   253,837   249,787   
４ 役員退職慰労引当
金  230,597   252,158   240,758   

固定負債合計   1,390,172 4.7  1,754,210 7.7  1,406,498 4.9 

負債合計   5,086,246 17.1  4,778,527 21.1  4,109,856 14.4 
           
（資本の部）           

Ⅰ 資本金   4,043,850 13.6  － －  4,043,850 14.1 
Ⅱ 資本剰余金           
１ 資本準備金  8,297,350   －   8,297,350   

資本剰余金合計   8,297,350 27.9  － －  8,297,350 29.0 
Ⅲ 利益剰余金           
１ 利益準備金  182,170   －   182,170   
２ 任意積立金  7,361,309   －   7,361,309   
３ 中間（当期）未処
分利益  4,089,009   －   3,710,669   

利益剰余金合計   11,632,489 39.2  － －  11,254,149 39.3 
Ⅳ その他有価証券評価
差額金   654,625 2.2  － －  910,693 3.2 

Ⅴ 自己株式   △430 △0.0  － －  △551 △0.0 

資本合計   24,627,884 82.9  － －  24,505,492 85.6 

負債資本合計   29,714,130 100.0  － －  28,615,348 100.0 
           
（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           
１ 資本金   － －  4,043,850 17.8  － － 
２ 資本剰余金           
(1）資本準備金  －   8,297,350   －   

資本剰余金合計   － －  8,297,350 36.6  － － 
３ 利益剰余金           
(1）利益準備金  －   182,170   －   
(2）その他利益剰余
金           

特別償却準備金  －   114,000   －   
別途積立金  －   7,200,000   －   
繰越利益剰余金  －   △2,414,758   －   

利益剰余金合計   － －  5,081,411 22.4  － － 
４ 自己株式   － －  △408,863 △1.8  － － 

株主資本合計   － －  17,013,748 75.0  － － 
Ⅱ 評価・換算差額等           
１ その他有価証券評
価差額金   － －  887,516 3.9  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  887,516 3.9  － － 

純資産合計   － －  17,901,264 78.9  － － 

負債純資産合計   － －  22,679,792 100.0  － － 
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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   7,226,482 100.0  7,871,752 100.0  13,586,061 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,268,737 86.7  7,170,128 91.1  12,224,284 90.0 

売上総利益   957,745 13.3  701,624 8.9  1,361,777 10.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,032,137 14.3  958,122 12.2  2,044,256 15.0 

営業損失（△）   △74,391 △1.0  △256,497 △3.3  △682,479 △5.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  62,344 0.8  81,007 1.0  126,912 0.9 

Ⅴ 営業外費用 ※２  23,129 0.3  29,291 0.3  44,286 0.3 

経常損失（△）   △35,176 △0.5  △204,782 △2.6  △599,854 △4.4 

Ⅵ 特別利益 ※３  1,787 0.0  1,676 0.0  3,692 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４､５  7,137 0.1  5,133,603 65.2  49,260 0.4 

税引前中間（当
期）純損失（△）   △40,527 △0.6  △5,336,709 △67.8  △645,422 △4.8 

法人税、住民税及
び事業税  15,272   7,135   17,370   

法人税等調整額  △19,379 △4,107 △0.1 554,332 561,467 7.1 △248,031 △230,661 △1.7 

中間（当期）純損
失（△）   △36,420 △0.5  △5,898,177 △74.9  △414,760 △3.1 

前期繰越利益   4,125,429   －   4,125,429  

中間（当期）未処
分利益   4,089,009   －   3,710,669  
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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 特別償却

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） 4,043,850 8,297,350 8,297,350 182,170 161,309 7,200,000 3,710,669 11,254,149 △551 23,594,798 

中間会計期間中の変動
額           

特別償却準備金の取
崩（注）     △47,309  47,309 －  － 

剰余金の配当（注）       △274,560 △274,560  △274,560 

中間純損失       △5,898,177 △5,898,177  △5,898,177 

自己株式の取得         △408,312 △408,312 

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） － － － － △47,309 － △6,125,428 △6,172,737 △408,312 △6,581,049 

平成18年９月30日 
残高     （千円） 4,043,850 8,297,350 8,297,350 182,170 114,000 7,200,000 △2,414,758 5,081,411 △408,863 17,013,748 

           
 

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） 910,693 910,693 24,505,492 

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩（注）   － 

剰余金の配当（注）   △274,560 

中間純損失   △5,898,177 

自己株式の取得   △408,312 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） △23,177 △23,177 △23,177 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） △23,177 △23,177 △6,604,227 

平成18年９月30日 残高 
（千円） 887,516 887,516 17,901,264 

    
（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）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 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 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） 

同左 決算期末日の市場価格等

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 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 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、原材料、仕掛品 商品、製品、原材料、仕掛品 商品、製品、原材料、仕掛品 

 総平均法による原価法 同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価

法 

同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の

方法  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、建物

15～31年、機械及び装置８年で

あります。 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）によ

る定額法によっております。 

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） 

３．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 

  従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

同左  従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支給見込額のうち

当期の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。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理してお

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。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理してお

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。 

同左  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。 

４．外貨建の資産及び負債

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．税効果会計  中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、事業年度の

利益処分において予定している特

別償却準備金の積立て及び取崩し

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。 

 中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、事業年度に

おいて予定している特別償却準備

金の積立て及び取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る金額を

計算しております。 

────── 

６．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） 

消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理方法 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 

税抜方式によっております。 同左 同左 

 

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。これによる損益に与える影響

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。これにより税引前当期純損失は

29,540千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については各資産の

金額から直接控除しております。 

（作業屑売却収入の会計処理） 

 従来、製造工程で発生する作業屑の売却収

入につきましては、営業外収益として処理し

ておりましたが、当中間会計期間より製造費

用の控除項目として処理する方法に変更いた

しました。この変更は、原材料の市況高騰に

より金額的な重要性が増したことや今後も継

続的に発生が見込まれることから、損益区分

をより適切にするため行ったものでありま

す。 

 なお、この変更により従来の方法によった

場合に比べ、営業損失が53,742千円減少し、

経常損失及び税引前中間純損失がそれぞれ

2,412千円増加しております。 

────── （作業屑売却収入の会計処理） 

 従来、製造工程で発生する作業屑の売却収

入につきましては、営業外収益として処理し

ておりましたが、当事業年度より製造費用の

控除項目として処理する方法に変更いたしま

した。この変更は、原材料の市況高騰により

金額的な重要性が増したことや今後も継続的

に発生が見込まれることから、損益区分をよ

り適切にするため行ったものであります。 

 なお、この変更により従来の方法によった

場合に比べ、営業損失が94,790千円減少し、

経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ

1,976千円増加しております。 

────── （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、17,901,264千円であります。 

 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 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

31,391,001千円 32,775,383千円 32,082,744千円 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

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

建物 2,751,473千円

土地 2,261,079千円

 計 5,012,553千円
  

 
建物 1,265,214千円

土地 1,732,522千円

 計 2,997,736千円
  

 
建物 2,635,620千円

土地 2,261,079千円

 計 4,896,700千円
  

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 
 

長期借入金 1,182,095千円

（１年内返済予定長期借入金
を含む） 

  

 
長期借入金 1,085,642千円

（１年内返済予定長期借入金
を含む） 

  

 
長期借入金 932,899千円

（１年内返済予定長期借入金
を含む） 

  
なお、上記借入金の根抵当権極度額は

2,719,000千円であります。 

なお、上記借入金の根抵当権極度額は 

2,719,000千円であります。 

なお、上記借入金の根抵当権極度額は 

2,719,000千円であります。 

※３     ────── ※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

理をしております。なお、当中間会計

期間の末日は休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間会計

期間末残高にふくまれております。 

  受取手形    12,067千円 

※３     ────── 

 ４ 偶発債務 

次のとおり金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。 

 吉奥馬科技（無錫）有限公司 

595,000千円 

 ４ 偶発債務 

次のとおり金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。 

 吉奥馬科技（無錫）有限公司 

470,000千円 

 ４ 偶発債務 

次のとおり金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。 

 吉奥馬科技（無錫）有限公司 

588,000千円 

 

（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なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの 
 

受取利息 1,692千円 

受取配当金 25,556千円 

賃貸料収入 18,313千円 
  

 
受取利息 2,378千円 

受取配当金 36,222千円 

賃貸料収入 17,346千円 
  

 
受取利息 3,242千円 

受取配当金 56,810千円 

賃貸料収入 35,424千円 
  

※２ 営業外費用のうち主なもの ※２ 営業外費用のうち主なもの ※２ 営業外費用のうち主なもの 
 

支払利息 11,419千円 
  

 
支払利息 10,376千円 

  

 
支払利息 20,581千円 

  
※３ 特別利益のうち主なもの ※３ 特別利益のうち主なもの ※３ 特別利益のうち主なもの 
 

貸倒引当金戻入益 1,787千円 
  

 
貸倒引当金戻入益 1,676千円 

  

 
貸倒引当金戻入益 3,692千円 

  
※４ 特別損失のうち主なもの ※４ 特別損失のうち主なもの ※４ 特別損失のうち主なもの 
 

固定資産処分損 7,137千円 

  
  

 
減損損失 5,113,969千円

投資有価証券評価損 19,634千円
  

 
減損損失 29,540千円 

固定資産処分損 19,719千円 
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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     ────── ※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。 

※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。 
 

    

   
 

   
 

   
 

  

 
用途 場所 種類 減損損失額 

（千円）

工場 宮城県
栗原市 

機械装置 
1,486,412 

工場 兵庫県
赤穂市 

機械装置、
建物及び
土地等 

3,487,477 

店舗 
(３件) 

宮城県
仙台市 

建物及び
構築物等 140,079 

  

 
用途 場所 種類 減損損失額 

（千円）

店舗 
(１件) 

宮城県
大崎市 

建物及び
構築物等 29,540 

  

  資産のグルーピングについては、継続し

て収支を把握している工場単位を基礎に工

場間の相互補完性を考慮して行っておりま

す。また、賃貸用資産、店舗については、

個々の物件を資産グループとしておりま

す。 

 上記工場については、製品の販売価格

が大幅に下落しており、今後も収益性の

回復が見込めないことから、ＦＰＤ用基

板製造設備を中心に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

として特別損失に計上しました。 

 上記店舗については、継続して営業損失

を計上する見込みであり、今後の収益回復

の可能性も低いため、資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上しました。 

 なお、上記減損損失の科目別内訳は、

建 物 1,376,295 千 円 、 機 械 及 び 装 置

3,110,004千円、土地528,557千円、その

他99,111千円であります。 

 また、主として回収可能価額は使用価値

により測定しており、使用価値は将来

キャッシュ・フローを7.5％で割り引いて

算定しております。 

 資産のグルーピングについては、継続し

て収支を把握している工場単位を基礎に工

場間の相互補完性を考慮して行っておりま

す。また、賃貸用資産、店舗については、

個々の物件を資産グループとしておりま

す。 

 上記店舗は、継続して営業損失を計上し

ており、今後の収益回復の可能性も低いた

め、資産の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として特別損

失に計上しました。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額

は使用価値により測定しており、使用価値

は将来キャッシュ・フローを6.5％で割り

引いて算定しております。 

 

 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 843,735千円 

無形固定資産 7,282千円 
  

 
有形固定資産 692,639千円

無形固定資産 2,736千円
  

 
有形固定資産 1,710,281千円 

無形固定資産 10,790千円 
  

 



－  － 
 

 

36

（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 380 325,700 － 326,080 

合計 380 325,700 － 326,080 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加325,700株は、市場買付により取得したものであります。 

 

（リース取引関係） 

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．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 

 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 
 

 
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） 

工具器
具備品 249,013 214,256 34,757 

その他 3,000 2,700 300 

合計 252,013 216,956 35,057 

  

 

 
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） 

工具器
具備品 150,624 137,753 12,871 

合計 150,624 137,753 12,871 

  

 

 
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） 

工具器
具備品 205,941 185,036 20,904 

合計 205,941 185,036 20,904 

  

 ２．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 

２．未経過リース料期末残高相当

額 

 
 

１年内 44,053千円

１年超 31,711千円

合計 75,765千円
  

 
１年内 21,166千円

１年超 10,545千円

合計 31,711千円
  

 
１年内 30,719千円

１年超 20,161千円

合計 50,881千円
  

 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 

 
 

支払リース料 27,874千円

減価償却費相当
額 14,605千円

支払利息相当額 1,818千円
  

 
支払リース料 20,040千円

減価償却費相当
額 8,033千円

支払利息相当額 802千円
  

 
支払リース料 54,074千円

減価償却費相当
額 28,719千円

支払利息相当額 3,084千円
  

 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率法に

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 

 （減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損

損失はありませんので、減損損

失累計額相当額等減損損失に係

る項目の記載は省略しておりま

す。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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） 

 中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 


