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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 株式会社メイコー            上 場 取 引 所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ６７８７                本社所在都道府県 神奈川県 

（ＵＲＬ http://www.meiko-elec.com） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役社長執行役員 

        氏    名 名屋 佑一郎 

問い合わせ先 責任者役職名 経理部長 

        氏    名 花田 弘志        ＴＥＬ（0467）76－6001 
中間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 ８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                                                                            （百万円未満切捨） 
 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   ％
      18,415 （20.1） 
      15,328 （20.2） 

百万円   ％
      1,179 （△2.7） 
       1,212  （54.3）  

百万円   ％
             1,145  （△5.3） 
             1,210   （41.6） 

18年３月期    32,926      2,467              2,414     
 
 

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   ％
             619  (△12.1)
             704    (76.0)

円  銭
36.11     
43.89     

18年３月期   1,273  76.29     
(注) 1．期中平均株式数  18年９月期 17,142,387株 17年９月中間期 16,052,320株  18年３月期 16,239,653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 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円
49,812    
37,431    

百万円
23,245    
12,421    

％ 
46.7  
33.2  

円  銭
1,355.27    
773.26    

18年３月期 50,372    22,965    45.6  1,338.02    
(注) 1．期末発行済株式数 18年９月中間期 17,151,720株 17年９月中間期 16,063,320株 18年３月期 17,137,720株 

2. 期末自己株式数  18年９月中間期 549,600株 17年９月中間期 712,000株 18年３月期 549,600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
38,800  

百万円
2,300   

百万円 
1,300    

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）    75円 79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 12.50 17.50 30.00 

19年３月期(実績) 17.50 ― 

           

19年３月期(予想) ― 17.50 
35.00 

 
※現時点での当期の見通しは、前回予想（平成18年11月10日に発表致しました［業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ］）通りに
推移する予定であり、売上高・経常利益・当期純利益の変更はありません。 

   
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。従いまして、実際の業績は今後様々な要因
によって、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 



７．中間財務諸表等
(1)  中間財務諸表
①　中間貸借対照表

比較

注記 構成比 構成比 増減 構成比

番号 （％） （％） （％）

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 2,689,408 3,257,714 568,305 10,244,353 

受取手形 ※２ 1,496,645 1,424,974 △ 71,670 1,953,820 

売掛金 6,838,418 8,139,683 1,301,265 7,372,251 

たな卸資産 1,555,190 2,068,577 513,387 1,811,399 

未収入金 3,163,421 5,074,191 1,910,769 4,254,816 

その他 ※３ 1,401,907 1,438,907 36,999 1,577,614 

貸倒引当金 △ 123,847 △ 268,872 △ 145,024 △ 266,991 

流動資産合計 17,021,143 45.5  21,135,176 42.4  4,114,033 26,947,264 53.5  

Ⅱ　固定資産

有形固定資産

建物 ※１ 4,909,405 6,233,985 6,179,114 

減価償却累計額 2,600,572 2,308,833 2,692,517 3,541,467 1,232,634 2,711,242 3,467,872 

機械装置 6,140,114 10,116,996 8,486,386 

減価償却累計額 3,929,527 2,210,586 5,076,314 5,040,681 2,830,095 4,482,561 4,003,825 

その他 ※１ 3,961,774 3,243,693 2,951,310 

減価償却累計額 991,363 2,970,410 1,017,139 2,226,554 △ 743,856 985,286 1,966,024 

有形固定資産合計 7,489,830 20.0  10,808,703 21.7  3,318,873 9,437,722 18.7  

無形固定資産 177,615 0.5   163,323 0.3   △ 14,292 175,588 0.3   

投資その他の資産

投資有価証券 9,348,747 14,760,510 5,411,762 10,471,822 

長期貸付金 2,269,966 1,504,517 △ 765,449 1,879,937 

その他 1,225,260 1,558,334 333,073 1,577,757 

貸倒引当金 △ 100,909 △ 117,787 △ 16,878 △ 117,787 

投資その他の資産合計 12,743,065 34.0  17,705,574 35.6  4,962,508 13,811,730 27.5  

固定資産合計 20,410,511 54.5  28,677,601 57.6  8,267,089 23,425,040 46.5  

資産合計 37,431,654 100.0 49,812,777 100.0 12,381,123 50,372,305 100.0 

比較

注記 構成比 構成比 増減 構成比

番号 （％） （％） （％）

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

支払手形 ※２ 2,543,219 3,536,812 993,592 2,932,797 

買掛金 3,644,888 3,336,173 △ 308,715 3,610,986 

短期借入金 1,353,200 563,200 △ 790,000 295,360 

１年以内返済予定の長期借入金 ※１ 4,906,628 3,964,054 △ 942,574 4,599,746 

未払法人税等 565,721 389,733 △ 175,988 904,420 

賞与引当金 335,585 280,673 △ 54,911 262,285 

その他 ※2,3 1,924,725 5,128,476 3,203,750 3,746,671 

流動負債合計 15,273,969 40.8  17,199,123 34.5  1,925,154 16,352,267 32.5  

Ⅱ　固定負債

社債 500,000 500,000 - 500,000 

長期借入金 ※１ 7,943,860 6,269,196 △ 1,674,664 7,920,896 

退職給付引当金 494,644 532,218 37,573 513,977 

その他 798,108 2,067,075 1,268,967 2,119,626 

固定負債合計 9,736,612 26.0  9,368,489 18.8  △ 368,122 11,054,500 21.9  

負債合計 25,010,582 66.8  26,567,613 53.3  1,557,031 27,406,767 54.4  

(資本の部)

Ⅰ　資本金 4,535,099 12.1  - - 8,856,059 17.6  

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 3,688,784 - 8,009,294 

その他資本剰余金 945,500 - 2,395,170 

資本剰余金合計 4,634,284 12.4  - - 10,404,465 20.7  

Ⅲ　利益剰余金

任意積立金 2,200,000 - 2,200,000 

中間(当期)未処分利益 1,241,364 - 1,609,990 

利益剰余金合計 3,441,364 9.2   - - 3,809,990 7.5   

Ⅳ  その他の有価証券

  評価差額金

Ⅴ  自己株式 △ 259,083 △0.7 - - △ 199,989 △0.4 

資本合計 12,421,072 33.2  - - 22,965,537 45.6  

負債資本合計 37,431,654 100.0 - - 50,372,305 100.0 

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

資本金 8,859,279 17.8  

資本剰余金

資本準備金 8,012,514 

その他資本剰余金 2,395,170 

資本剰余金合計 10,407,685 20.9  

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 2,700,000 

繰越利益剰余金 1,394,160 

利益剰余金合計 4,094,160 8.2   

自己株式 △ 199,989 △0.4 

株主資本合計 23,161,135 46.5  

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 84,028 

評価・換算差額等合計 84,028 0.2   

純資産合計 23,245,164 46.7  

負債及び純資産合計 49,812,777 100.0 

69,407 0.2   - 95,011 0.2   - 

前事業年度の

要約貸借対照表

(平成 18 年 3 月 31 日)

金額（千円）

前事業年度の

要約貸借対照表

(平成 18 年 3 月 31 日)

金額（千円）

当中間会計期間末

金額（千円）

(平成 17 年 9 月 30 日)

金額（千円）

当中間会計期間末

(平成 18 年 9 月 30 日)

(平成 18 年 9 月 30 日)(平成 17 年 9 月 30 日)

前中間会計期間末

前中間会計期間末

区分

区分

金額（千円）

金額（千円）
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②　中間損益計算書

（自　平成17年4月 1日 （自　平成18年4月 1日 比較 （自　平成17年4月 1日

    至　平成17年9月30日）     至　平成18年9月30日） 増減     至　平成18年3月31日）
注記 百分比 百分比 百分比
番号 （％） （％） （％）

Ⅰ　売上高 15,328,786 100.0 18,415,826 100.0 3,087,040 32,926,654 100.0 
Ⅱ　売上原価 12,805,121 83.5  15,819,094 85.9  3,013,973 27,770,336 84.3  

売上総利益 2,523,664 16.5  2,596,731 14.1  73,066 5,156,317 15.7  
Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,311,226 8.6   1,417,563 7.7   106,336 2,688,486 8.2   

営業利益 1,212,438 7.9   1,179,168 6.4   △ 33,269 2,467,831 7.5   
Ⅳ　営業外収益

受取利息 57,720 76,203 116,925 
受取配当金 7,785 8,148 7,885 
為替差益 153,421 11,284 276,997 
その他 103,802 322,730 2.1   158,492 254,129 1.4   △ 68,600 211,554 613,362 1.8   

Ⅴ　営業外費用
支払利息 241,717 209,438 481,459 
手形売却損 - - 784 
その他 83,378 325,095 2.1   78,472 287,910 1.6   △ 37,185 184,307 666,551 2.0   

経常利益 1,210,072 7.9   1,145,387 6.2   △ 64,685 2,414,642 7.3   
Ⅵ　特別損失

固定資産除売却損 ※２ 41,575 100,049 49,954 
貸倒引当金繰入額 - - 92,052 
投資有価証券評価損 - - 115,500 
その他 - 41,575 0.3   - 100,049 0.5   58,474 4,601 262,108 0.8   
税引前中間(当期)純利益 1,168,496 7.6   1,045,338 5.7   △ 123,158 2,152,533 6.5   
法人税、住民税及び事業税 561,000 375,000 1,140,000 
法人税等調整額 △ 97,018 463,981 3.0   51,258 426,258 2.3   △ 37,723 △ 261,398 878,601 2.6   

中間(当期)純利益 704,514 4.6   619,079 3.4   △ 85,435 1,273,932 3.9   
前期繰越利益 536,849 536,849 
中間配当額 - △ 200,791 
中間(当期)未処分利益 1,241,364 1,609,990 

区分

前中間会計期間

金額（千円） 金額（千円）

当中間会計期間

金額（千円）

前事業年度の
要約損益計算書
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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）

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高（千円） 8,856,059 8,009,294 2,395,170 10,404,465

当中間期の変動額

  新株の発行 3,220 3,220 - 3,220

  剰余金の配当 - - - -

  役員賞与 - - - -

  別途積立金の積立 - - - -

  中間純利益 - - - -

  株主資本以外の項目の
  当中間期の変動額（純額）

当中間期の変動額合計（千円） 3,220 3,220 - 3,220

平成18年９月30日残高（千円） 8,859,279 8,012,514 2,395,170 10,407,685

別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計

平成18年３月31日残高（千円） 2,200,000 1,609,990 3,809,990 △ 199,989 22,870,526

当中間期の変動額

  新株の発行 - - - - 6,440

  剰余金の配当 - △ 299,910 △ 299,910 - △ 299,910

  役員賞与 - △ 35,000 △ 35,000 - △ 35,000

  別途積立金の積立 500,000 △ 500,000 - - -

  中間純利益 - 619,079 619,079 - 619,079

  株主資本以外の項目の
  当中間期の変動額（純額）

当中間期の変動額合計（千円） 500,000 △ 215,830 284,169 - 290,609

平成18年９月30日残高（千円） 2,700,000 1,394,160 4,094,160 △ 199,989 23,161,135

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） 95,011 95,011 22,965,537

当中間期の変動額

  新株の発行 - - 6,440

  剰余金の配当 - - △ 299,910

  役員賞与 - - △ 35,000

  別途積立金の積立 - - -

  中間純利益 - - 619,079

  株主資本以外の項目の
  当中間期の変動額（純額）

当中間期の変動額合計（千円） △ 10,982 △ 10,982 279,627

平成18年９月30日残高（千円） 84,028 84,028 23,245,164

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本

資本金
資本剰余金

株主資本

利益剰余金
自己株式

評価・換算差額等

純資産合計

株主資本合計

△ 10,982 △ 10,982△ 10,982

- - - - -

- - - -
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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 

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 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

② 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) 

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) 

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 

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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産 

先入先出法による原価法 

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

(3) デリバティブ取引 

時価法によっております。 

(3) デリバティブ取引 

同左 

(3) デリバティブ取引 

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。 

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。 

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、定額法を

採用しております。 

なお、取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

ついては、３年間で均等償却を

しております。 

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 

 



 37

 
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) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

ただし、営業権については、

商法施行規則の規定する最長期

間(５年)にわたる均等償却によ

っております。 

また、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)に基づく

定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。

ただし、のれんについては、

５年間の均等償却によっており

ます。 

 また、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

基づく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。

ただし、営業権については、

商法施行規則の規定する最長期

間(５年)にわたる均等償却によ

っております。 

また、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)に基づ

く定額法によっております。

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

なお、償却期間については、

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。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３  

 

３  

 

３ 繰延資産の処理方法 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、

下記のように所要額を計上して

おります。 

① 一般債権 

貸倒実績率により計上して

おります。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、

下記のように所要額を計上して

おります。 

① 一般債権 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、

下記のように所要額を計上して

おります。 

① 一般債権 

同左 

② 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お

ります。 

② 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

② 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込み額に基

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。 

数理計算上の差異について

は、発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(13

年)によりそれぞれ発生の翌事

業年度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 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込み額に基

づき、当事業年度末において発

生していると認められる額を計

上しております。 

数理計算上の差異について

は、発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(13

年)によりそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することと

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) 

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 

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法 

繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

ただし、為替予約等が付され

ている外貨建金銭債権債務等に

ついては、振当処理を行ってお

ります。 

また、ヘッジ会計の要件を満

たす金利スワップについては、

特例処理を採用しております。 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

デリバティブ取引(為替予

約取引及び金利スワップ取

引) 

・ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可

能性があり、相場変動等が

評価に反映されていないも

の及びキャッシュフローが

固定されその変動が回避さ

れるもの。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

ヘッジ対象の識別は個別契約

ごとにヘッジ指定文書を用いて

行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

有効性の評価方法は半年に一

度行っております。また、有効

性の評価方法はヘッジ期間を通

じて一貫して適用しておりま

す。 

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計とヘッジ手段

のキャッシュ・フローの変動の

累計とを比率分析する方法によ

り行っております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

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) その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

取引の内容については定期的

に取締役会に報告しておりま

す。 

(5) その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

同左 

(5) その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

同左 

７ その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

７ その他財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

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) 

｢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)を当中

間会計期間から適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(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23,245,164千円であり

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。 

(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｣ 

(｢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)を当事

業年度から適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 

 



注記事項
(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

※１ ※１ ※１

　(イ)担保に供している資産

建物 124,016 千円 
構築物 2,821 千円 
土地 525,317 千円 

計 652,154 千円 

　(ロ)上記に対応する債務

１年以内返済予定
の長期借入金

42,844 千円 

長期借入金 164,328 千円 
計 207,172 千円 

※２ ※２ 中間会計期間末日満期手形 ※２

受取手形 312,649 千円
支払手形 762,389 千円
設備支払手形 230,142 千円

※３ ※３ ※３

　４ 保証債務 　４ 保証債務 　４ 保証債務

名幸電子香港有限公司 名幸電子香港有限公司 名幸電子香港有限公司
4,358,585 千円 3,744,975 千円 4,906,669 千円 
(38,500千 USD) (31,764千 USD) (41,766千 USD)

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
（自　平成17年4月 1日 （自　平成18年4月 1日 （自　平成17年4月 1日

    至　平成17年9月30日）     至　平成18年9月30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 502,742 千円 有形固定資産 967,225 千円 有形固定資産 1,256,632 千円 
無形固定資産 13,386 千円 無形固定資産 16,583 千円 無形固定資産 30,120 千円 

※２ ※２ ※２

建物 292 千円 建物 30,892 千円 建物 987 千円 
機械装置 39,875 千円 構築物 1,891 千円 機械装置 41,604 千円 
車輌運搬具 361 千円 機械装置 21,321 千円 車両運搬具 427 千円 

1,045 千円 187 千円 6,934 千円 
計 41,575 千円 撤去費他 45,756 千円 計 49,954 千円 

計 100,049 千円 

(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）

　自己株式に関する事項

その他
（工具器具備品）

その他
（工具器具備品）

固定資産の除売却損の内訳は次のとお
りであります。

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺
のうえ、流動資産の｢その他｣に含めて
表示しております。

固定資産の除売却損の内訳は次のとお
りであります。

(平成 18 年 9 月 30 日)

消費税等の取り扱い

(平成 17 年 9 月 30 日)

下記の会社の金融機関からの借入金に
対して、次のとおり債務保証を行って
おります。

下記の会社の金融機関からの借入金に
対して、次のとおり債務保証を行って
おります。

下記の会社の金融機関からの借入金に
対して、次のとおり債務保証を行って
おります。

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、流動負債の｢その他｣に含めて
表示しております。

当中間会計期間末日は金融機関の休日
でありましたが、満期日に決済が行わ
れたものとして処理しております。中
間会計期間末残高から除かれている中
間会計期間末日満期日手形は次のとお
りであります。

(平成 18 年 3 月 31 日)

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。

その他
（工具器具備品）

固定資産の除売却損の内訳は次のとお
りであります。

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） 549,600 － － 549,600
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注記事項

(リース取引関係)

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

( 自　平成17年4月 1日  ( 自　平成18年4月 1日  ( 自　平成17年4月 1日  

  至　平成17年9月30日 )   至　平成18年9月30日 )   至　平成18年3月31日 )

(借主側) (借主側) (借主側)
(1) (1) (1)

減価償却 中間 減価償却 中間 減価償却

累計額 期末残高 累計額 期末残高 累計額

相当額 相当額 相当額 相当額 相当額

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

888,759 326,212 562,547 936,000 441,405 494,595 865,608 385,764 479,843 

131,272 45,564 85,707 99,900 35,379 64,520 107,130 32,619 74,510 

9,978 7,303 2,674 5,020 3,597 1,422 5,020 3,095 1,924 

1,030,009 379,081 650,928 1,040,921 480,383 560,537 977,759 421,480 556,278 

(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 １年内 １年内

１年超 １年超 １年超

合計 合計 合計

(3) (3) (3)

支払リース料 支払リース料 支払リース料

減価償却費相当額 減価償却費相当額 減価償却費相当額

支払利息相当額 支払利息相当額 支払利息相当額

(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

(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

機械装置

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

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

102,668 千円 

474,192 千円 

657,573 千円 

365,521 千円 

工具器具
備品
ソフト
ウェア

合計

　同左

14,882 千円 

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利
息相当額

118,410 千円 

108,912 千円 

113,478 千円 

　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。

　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。

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

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

機械装置

工具器具
備品
ソフト
ウェア

合計

207,121 千円 

12,286 千円 

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利
息相当額

　同左 　同左

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

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

工具器具
備品

期末残高
相当額

取得価額
相当額

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利
息相当額

取得価額
相当額

取得価額
相当額

565,805 千円 572,643 千円 

183,380 千円 

　同左

ソフト
ウェア

合計

183,854 千円 

381,951 千円 

203,562 千円 

27,839 千円 

223,151 千円 
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(有価証券関係)

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)

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益

（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は以下のとおりであります。

704,514 千円 619,079 千円 

利益処分による役員賞与金 - - 35,000 千円 

普通株式に係る中間(当期)純利益 704,514 千円 619,079 千円 

普通株式の期中平均株式数

新株引受権 39,695 株 新株引受権 15,531 株 新株引受権 33,966 株 

- - - 

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

【その他】

　該当事項はありません。

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定
に用いられた普通株式増加数

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

16,052,320 株 17,142,387 株 16,239,653 株 

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

    773円26銭  

   43円89銭

   43円78銭

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

中間損益計算書上の中間(当期)純利益 1,273,932 千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

1,238,932 千円 

   　36円08銭   　76円13銭

項目

当中間会計期間 前事業年度

自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

１株当たり純資産額     1,355円27銭       1,338円02銭    

１株当たり中間(当期)純利益    　36円11銭   　76円29銭

項目

当中間会計期間 前事業年度

自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日
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