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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 9,010 (   2.6) 582 (  23.6) 607 (  23.4)

１７年９月中間期 8,778 (△ 4.8) 471 (　28.6) 492 (　25.5)

１８年３月期 17,778 945 1,497

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 361 (  61.6) 65 27

１７年９月中間期 223 ( 43.3) 40 40

１８年３月期 763 134 47

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 5,535,000株 17年９月中間期 5,535,000株 18年３月期 5,535,000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あります。

(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 17,020 8,792 51.7 1,588 56

１７年９月中間期 15,920 8,033 50.5 1,451 32

１８年３月期 16,887 8,594 50.9 1,549 30

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,535,000株 17年９月中間期 5,535,000株 18年３月期 5,535,000株

②期末自己株式数 18年９月中間期 174,000株 17年９月中間期 174,000株 18年３月期 174,000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 17,800  1,320  780  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）140円92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 － 25.00 25.00

１９年３月期（実績） － －
30.00

１９年３月期（予想） － 30.00

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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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（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 884,253 826,463 1,638,301

２．受取手形 ※４ 1,289,414 1,275,439 1,080,445

３．売掛金 4,262,924 4,172,292 4,270,575

４．たな卸資産 634,066 726,240 753,186

５．その他 ※２ 1,133,291 943,314 1,031,627

流動資産合計 8,203,950 51.5 7,943,748 46.7 8,774,138 52.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 ※３ 1,436,082 1,399,390 1,391,660

(2）機械及び装置 438,623 462,655 449,926

(3）土地 ※３ 2,044,870 2,085,217 2,044,870

(4）その他  423,130 771,060 360,259

計 4,342,707  4,718,323  4,246,719  

２．無形固定資産 ※３ 36,920 30,219 28,356

３．投資その他の資産

(1）関係会社出資金  1,354,952 1,354,952 1,354,952

(2）関係会社長期貸付
金

 － 1,016,416 540,000

(3）その他 ※３ 1,998,107 1,973,074 1,959,962

貸倒引当金 △16,185 △16,350 △16,240

計 3,336,874 4,328,092 3,838,675

固定資産合計 7,716,501 48.5 9,076,634 53.3 8,113,750 48.0

資産合計 15,920,452 100.0 17,020,385 100.0 16,887,889 100.0
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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 ※４ 2,824,320 2,686,126 2,776,840

２．買掛金 1,584,135 1,816,033 1,780,389

３．短期借入金 80,000 100,000 －

４．一年以内返済予定長
期借入金

※３ 309,156 349,156 349,156

５．未払法人税等 162,000 193,000 345,000

６．賞与引当金 180,000 260,000 230,000

７．その他 ※２ 448,910 635,684 480,768

流動負債合計 5,588,521 35.1 6,039,999 35.5 5,962,158 35.3

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※３ 1,374,566 1,195,410 1,369,988

２．退職給付引当金 785,440 839,817 816,004

３．役員退職慰労引当金 134,063 147,688 140,563

４．その他 4,800 4,800 4,800

固定負債合計 2,298,869 14.4 2,187,716 12.8 2,331,355 13.8

負債合計 7,887,391 49.5 8,227,716 48.3 8,293,514 49.1
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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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,800,000 11.3 － － 1,800,000 10.7

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,777,042 － 1,777,042

２．その他資本剰余金 95 － 95

資本剰余金合計 1,777,138 11.2 － － 1,777,138 10.5

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 223,000 － 223,000

２．任意積立金 2,624,197 － 2,624,197

３．中間(当期)未処分利
益

1,620,730 － 2,160,422

利益剰余金合計 4,467,927 28.1 － － 5,007,619 29.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

64,384 0.4 － － 86,007 0.5

Ⅴ　自己株式 △76,389 △0.5 － － △76,389 △0.5

資本合計 8,033,060 50.5 － － 8,594,375 50.9

負債・資本合計 15,920,452 100.0 － － 16,887,889 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,800,000 10.6 － －

２　資本剰余金  

(1) 資本準備金 － 1,777,042 －

(2) その他資本剰余金 － 95 －

資本剰余金合計 － － 1,777,138 10.4 － －

３　利益剰余金  

(1) 利益準備金 － 223,000 －

(2) その他利益剰余金    

特別償却準備金 － 2,300 －

別途積立金 － 2,620,000 －

繰越利益剰余金 － 2,366,248 －

利益剰余金合計  － － 5,211,548 30.6 － －

４　自己株式  － － △76,389 △0.4 － －

株主資本合計  － － 8,712,297 51.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　その他有価証券評価

差額金
－ － 80,371 0.5 － －

評価・換算差額等合計 － － 80,371 0.5 － －

純資産合計 － － 8,792,668 51.7 － －

負債純資産合計 － － 17,020,385 100.0 － －
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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 8,778,288 100.0 9,010,751 100.0 17,778,954 100.0

Ⅱ　売上原価 7,446,661 84.8 7,530,558 83.6 15,081,456 84.8

売上総利益 1,331,627 15.2 1,480,192 16.4 2,697,498 15.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 860,008 9.8 897,274 9.9 1,752,355 9.9

営業利益 471,619 5.4 582,917 6.5 945,142 5.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 37,280 0.4 50,033 0.5 585,230 3.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 16,526 0.2 25,541 0.3 32,686 0.2

経常利益 492,374 5.6 607,409 6.7 1,497,686 8.4

Ⅵ　特別利益  1,105 0.0 3,068 0.0 1,154 0.0

Ⅶ　特別損失 ※3,4 123,796 1.4 11,845 0.1 439,224 2.4

税引前中間（当期）
純利益

369,682 4.2 598,632 6.6 1,059,615 6.0

法人税、住民税及び
事業税

204,713 246,866 538,408

法人税等調整額 △58,646 146,066 1.7 △9,538 237,327 2.6 △242,099 296,308 1.7

中間（当期）純利益 223,615 2.5 361,304 4.0 763,307 4.3

前期繰越利益 1,397,114 － 1,397,114

中間（当期）未処分
利益

1,620,730 － 2,160,422
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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

　　　　　　 （千円）
1,800,000 177,042 95 1,777,138 223,000 4,197 2,620,000 2,160,422 5,007,619 △76,389 8,508,367

中間会計期間中の変動額

利益処分による特別償却

準備金の取崩
     △1,896  1,896 －  －

利益処分による剰余金の

配当（注）
       △138,375 △138,375  △138,375

利益処分による役員賞与

（注）
       △19,000 △19,000  △19,000

中間純利益        361,304 361,304  361,304

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）
－ － － － － △1,896 － 205,826 203,929 － 203,929

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
1,800,000 1,777,042 95 1,777,138 223,000 2,300 2,620,000 2,366,248 5,211,548 △76,389 8,712,297

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
86,007 86,007 8,594,375

中間会計期間中の変動額

利益処分による特別償却

準備金の取崩
   

利益処分による剰余金の

配当（注）
  △138,375

利益処分による役員賞与

（注）
  △19,000

中間純利益   361,304

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△5,635 △5,635 △5,635

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 　（千円）
△5,635 △5,635 198,293

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
80,371 80,371 8,792,668

 （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。

－ 41 －



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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

その他有価証券

時価のあるもの

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）

中間決算末日の市場価格等

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）

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）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

製品・仕掛品・原材料

先入先出法による原価法

製品・仕掛品・原材料

同　　　　左

製品・仕掛品・原材料

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

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備を除

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。

(1）有形固定資産

同　　　　左

(1）有形固定資産

同　　　　左

建物 3～53年

構築物 3～45年

機械及び装置 8年

車両及び運搬具 4～6年

工具器具及び備品 2～20年

(2）無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内における

利用可能期間（５年）による定額

法によっております。

(2）無形固定資産

同　　　　左

(2）無形固定資産

同　　　　左

３．引当金の計上基準 (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

の債権については財務内容評価法

によっております。

(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支給に備え

るため、支給見込額基準により計

上しております。

(2）賞与引当金

同　　　　左

(2）賞与引当金

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）退職給付引当金

　従業員の退職金支給に備えるた

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、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）による定率法により、

発生の翌期から費用処理すること

としております。

(3）退職給付引当金

同　　　　左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職金支給に備えるた

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

度の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（5年）

による定率法により、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

　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

づく当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

同　　　　左

(4）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

づく当事業年度末要支給額を計上

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。
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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）

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

６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引を行っており、

特例処理の要件を満たすものにつ

いては、特例処理を行っておりま

す。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）（ヘッジ対象）

　金利スワップ　借入金

③ヘッジ方針

　借入金利息の変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

  特例処理を行っているため、決

算日における有効性の評価を省略

しております。

同　　　　左 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

　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おります。

　消費税等の会計処理

同　　　　左

　消費税等の会計処理

同　　　　左
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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

中間純利益は65,811千円減少しており

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

純利益は148,750千円減少しておりま

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）

　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8,792,668千円であります。

　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）

項　　目
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．固定資産減価償却累計

額

有形固定資産 5,942,701千円

   

有形固定資産 6,098,327千円

   

有形固定資産 6,016,250千円

   

※２．消費税等の取扱い 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。

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。

─────

※３．担保資産及び担保付債

務

(1)担保提供資産 

建物 1,417,271千円

土地 1,694,478 

無形固定資産 160 

投資その他の資産

「その他」
320,325 

計 3,432,236 

上記物件のうち工場財団抵当に供し

ている資産 

建物 1,417,271千円

土地 1,694,478 

無形固定資産 160 

計 3,111,910 

(2)担保資産に対応する債務  

一年以内返済予定

長期借入金
209,200千円

長期借入金 1,024,500 

計 1,233,700 

上記のうち工場財団抵当に対応する

債務 

一年以内返済予定

長期借入金
149,200千円

長期借入金 814,500 

計 963,700 

(1)担保提供資産 

建物 1,382,973千円

土地 1,694,478 

無形固定資産 160 

投資その他の資産

「その他」
315,394 

計 3,393,006 

上記物件のうち工場財団抵当に供し

ている資産 

建物 1,382,973千円

土地 1,694,478 

無形固定資産 160 

計 3,077,612 

(2)担保資産に対応する債務  

一年以内返済予定

長期借入金
209,200千円

長期借入金 815,300 

計 1,024,500 

上記のうち工場財団抵当に対応する

債務 

一年以内返済予定

長期借入金
149,200千円

長期借入金 665,300 

計 814,500 

(1)担保提供資産 

建物 1,374,179千円

土地 1,694,478 

無形固定資産 160 

投資その他の資産

「その他」
317,847 

計 3,386,665 

上記物件のうち工場財団抵当に供し

ている資産 

建物 1,374,179千円

土地 1,694,478 

無形固定資産 160 

計 3,068,817 

(2)担保資産に対応する債務  

一年以内返済予定

長期借入金
209,200千円

長期借入金 919,900 

計 1,129,100 

上記のうち工場財団抵当に対応する

債務 

一年以内返済予定

長期借入金
149,200千円

長期借入金 739,900 

計 889,100 

※４．中間期末日満期手形 ───── 　中間期末日満期手形の会計処理に

ついては、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理して

おります。当中間会計期間末日の満

期手形の金額は、次の通りでありま

す。

受取手形 112,527千円

支払手形 621,523 

─────

－ 46 －



（中間損益計算書関係）

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．営業外収益のうち主要項目

受取利息

賃貸料収入

受取手数料

受取配当金

補償金収入

為替差益

5,374千円 

10,791 

2,398 

1,233 

－ 

6,999 

11,204千円 

10,338 

2,133 

1,276 

19,500 

－ 

10,611千円 

21,298 

4,813 

516,630 

－  

14,316  

※２．営業外費用のうち主要項目

支払利息

売上割引

減価償却費

為替差損

13,336千円 

578 

2,611 

－  

11,854千円 

551 

2,556 

10,426  

26,213千円 

1,250 

5,222 

－ 

※３．特別損失のうち主要項目

固定資産除却損

減損損失

57,985 

65,811 

4,192 

7,369 

61,506 

148,750 

※４．減損損失　 　当社は、継続的に収支の把握を

行っている管理会計上の区分（主

に事業所別）にて事業用資産をグ

ルーピングしており、賃貸資産及

び事業の用に直接供していない遊

休資産については物件ごとにグ

ルーピングしております。

　当中間会計期間において当社は

以下の資産について減損損失

（65,811千円）を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類 摘要

福島県

いわき市

工場建設

用
土地 遊休

　上記の資産は、遊休状態であり

今後の使用見込みも未確定のため、

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として

特別損失に計上いたしました。

　なお、当資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

土地については固定資産税評価額

を合理的に調整した価額により評

価しております。 

　当社は、継続的に収支の把握を

行っている管理会計上の区分（主

に事業所別）にて事業用資産をグ

ルーピングしており、賃貸資産及

び事業の用に直接供していない遊

休資産については物件ごとにグ

ルーピングしております。

　当中間会計期間において当社は

以下の資産について減損損失

（7,369千円）を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類 摘要

静岡県

富士市
賃貸用地 土地 売却予定

　上記の資産は、売却予定のため、

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として

特別損失に計上いたしました。

　なお、当資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

土地については売却予定価額によ

り評価しております。 

　当社は、継続的に収支の把握を

行っている管理会計上の区分（主

に事業所別）にて事業用資産をグ

ルーピングしており、賃貸資産及

び事業の用に直接供していない遊

休資産については物件ごとにグ

ルーピングしております。

　当事業年度において当社は以下

の資産について減損損失

（148,750千円）を計上いたしま

した。

場所 用途 種類 摘要

福島県

いわき市

工場建設

用
土地 遊休

静岡県

裾野市

医療器具

製造用

工具、器

具及び備品、

ソフト

ウェア

使用見込

無

　上記の資産は、遊休状態であり

今後の使用見込みも未確定のため、

帳簿価額を回収可能価額まで減損

し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上いたしました。

　その内訳は土地65,811千円、工

具、器具及び備品80,072千円及び

ソフトウェア2,866千円でありま

す。

　なお、当資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

土地については固定資産税評価額

を合理的に調整した価額により評

価しております。 

  ５．減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

146,509千円 

6,592 

154,562千円 

5,298 

314,477千円 

12,490 
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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）

 普通株式 174 － － 174

 　　　　合計 174 － － 174
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①　リース取引

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）

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．借手側 １．借手側 １．借手側

(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（関係会社への転貸分

を除く）

(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（関係会社への転貸分

を除く）

(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（関係会社への転貸分を除

く）

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)

建物 21,558 17,311 4,247

機械及
び装置

1,144,032 407,851 736,180

工具器
具及び
備品

509,190 218,121 291,068

車両及
び運搬
具

15,713 10,857 4,856

ソフト
ウェア

5,500 4,216 1,283

合計 1,695,994 658,358 1,037,636

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)

建物 49,324 22,676 26,648

機械及
び装置

1,166,159 427,453 738,706

工具器
具及び
備品

602,534 257,245 345,289

車両及
び運搬
具

12,782 10,481 2,300

ソフト
ウェア

14,468 6,682 7,785

合計 1,845,269 724,539 1,120,730

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)

建物 49,324 19,543 29,781

機械及
び装置

1,018,757 361,019 657,738

工具器
具及び
備品

507,516 230,159 277,357

車両及
び運搬
具

12,782 9,203 3,578

ソフト
ウェア

14,468 5,312 9,155

合計 1,602,848 625,239 977,609

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額（関係会社への転貸分を含む）

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額（関係会社への転貸分を含む）

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 499,730千円

１年超 733,982 

合計 1,233,712 

１年内 494,776千円

１年超 772,692 

合計 1,267,469 

１年内 478,775千円

１年超 669,745 

合計 1,148,520 

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額（関係会社へ

の転貸分を除く）

(3）支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額（関係会社へ

の転貸分を除く）

(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 214,898千円

減価償却費相

当額
189,099 

支払利息相当

額
12,909 

支払リース料 237,086千円

減価償却費相

当額
200,879 

支払利息相当

額
13,787 

支払リース料 484,852千円

減価償却費相

当額
395,008 

支払利息相当

額
26,334 

(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い

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、利息法によっています。

(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
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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）

２．貸手側（関係会社への転貸） ２．貸手側（関係会社への転貸） ２．貸手側（関係会社への転貸）

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 100,201千円

１年超 4,579 

合計 104,780 

１年内 53,331千円

１年超 41,726 

合計 95,058 

１年内 51,865千円

１年超 － 

合計 51,865 

(注)上記は、すべて転貸リース取引に

係る貸手側の未経過リース料中間

期末残高相当額であります。

未経過リース料中間期末残高相当

額は、受取利子込み法により算定

しております。

(注)上記は、すべて転貸リース取引に

係る貸手側の未経過リース料中間

期末残高相当額であります。

未経過リース料中間期末残高相当

額は、受取利子込み法により算定

しております。

(注)上記は、すべて転貸リース取引に

係る貸手側の未経過リース料期末

残高相当額であります。

未経過リース料期末残高相当額は、

受取利子込み法により算定してお

ります。

 オペレーティング

 リース取引

─────

 

 未経過リース料

１年内 34,397千円

１年超 141,503 

合計 175,900 

─────

 

②　有価証券

　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。
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（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 1,451.32円

１株当たり中間純利益 40.40円

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

  

１株当たり純資産額 1,588.56円

１株当たり中間純利益 65.27円

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

  

１株当たり純資産額 1,549.30円

１株当たり当期純利益 134.47円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、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（千円） 223,615 361,304 763,307

  普通株主に帰属しない金額（千円） － － 19,000

  (うち利益処分による役員賞与金) ( － ) ( － ) (19,000)

  普通株式に係る中間（当期）純利益

  （千円）
223,615 361,304 744,307

  期中平均株式数（株） 5,535,000 5,535,000 5,535,000

（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）

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）

 ──────  ──────  平成18年４月28日開催の当社取締役会

において当社の連結子会社である株式

会社サーキュアメディカルについて解

散を決議いたしました。

　株式会社サーキュアメディカルは医

療機器の開発を行っておりましたが、

平成17年４月の薬事法改正によって従

来と比べ開発・治験期間の長期化、開

発費用の大幅増加が見込まれ、当面の

事業化は困難と判断せざるを得ず、事

業継続を断念して会社を解散すること

といたしました。

　当該解散による損失見込額は、当事

業年度の損益に反映させております。

　当該解散が当社の営業活動等に及ぼ

す影響は軽微と考えられます。
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