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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）

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 2,437 (△31.1) △332 (　－　) △364  (　－　)

17年9月中間期 3,009 (  17.2) △544 (　－　) △574 (　－　)

18年3月期 9,034 △56 △137

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 △215  (　－　) △53 43

17年9月中間期 △361 (　－　) △89 62

18年3月期 △106  △26 35

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 4,032,700株 17年9月中間期 4,032,700株 18年3月期 4,032,700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 8,485 2,034 24.0 504 40

17年9月中間期 9,698 1,978 20.4 490 65

18年3月期 10,606 2,278 21.5 565 03

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 4,032,700株 17年9月中間期 4,032,700株 18年3月期 4,032,700株

②期末自己株式数 18年9月中間期     1,080株 17年9月中間期 1,080株 18年3月期     1,080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 9,000 100 40

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　10円02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） － －
6.00

19年３月期（予想） － 6.00

※　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７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（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   405   478   671  

２　受取手形 ※４  163   79   57  

３　売掛金   634   746   999  

４　完成工事未収入金   1,389   614   2,568  

５　たな卸資産   2,602   2,209   2,009  

６　繰延税金資産   411   295   171  

７　その他 ※３  202   183   145  

貸倒引当金   △8   △1   △0  

流動資産合計   5,801 59.8  4,606 54.3  6,623 62.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物 ※１ 956   956   956   

減価償却累計額  572 383  597 358  586 370  

(2）土地 ※１  1,558   1,558   1,558  

(3）その他  1,486   1,440   1,440   

減価償却累計額  1,153 333  1,188 252  1,159 280  

有形固定資産合計   2,275   2,169   2,209  

２　無形固定資産   67   53   58  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１  677   744   838  

(2）繰延税金資産   412   452   399  

(3）その他   472   469   489  

貸倒引当金   △7   △10   △12  

投資その他の資産
合計

  1,553   1,655   1,714  

固定資産合計   3,896 40.2  3,878 45.7  3,982 37.6

資産合計   9,698 100.0  8,485 100.0  10,606 100.0
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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 ※４  489   419   875  

２　買掛金   361   246   354  

３　工事未払金   779   328   969  

４　短期借入金 ※１  2,620   2,252   2,603  

５　１年以内に返済予
定の長期借入金

※１  1,053   1,087   1,078  

６　未成工事受入金   140   113   49  

７　賞与引当金   142   91   97  

８　その他   132   134   172  

流動負債合計   5,718 59.0  4,673 55.1  6,201 58.4

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※１  878   735   1,097  

２　退職給付引当金   1,025   994   980  

３　役員退職慰労引当
金

  97   48   48  

固定負債合計   2,000 20.6  1,778 20.9  2,126 20.1

負債合計   7,719 79.6  6,451 76.0  8,328 78.5
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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   411 4.2  ― ―  411 3.9

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  386   ―   386   

資本剰余金合計   386 4.0  ― ―  386 3.6

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  35   ―   35   

２　任意積立金  532   ―   532   

３　中間（当期）未処
分利益

 531   ―   786   

利益剰余金合計   1,099 11.3  ― ―  1,354 12.8

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  82 0.9  ― ―  127 1.2

Ⅴ　自己株式   △0 △0.0  ― ―  △0 △0.0

資本合計   1,978 20.4  ― ―  2,278 21.5

負債資本合計   9,698 100.0  ― ―  10,606 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   ― ―  411 4.8  ― ―

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  ―   386   ―   

資本剰余金合計   ― ―  386 4.6  ― ―

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  ―   35   ―   

(2）その他利益剰余
金

          

　　特別償却準備金  ―   1   ―   

　　別途積立金  ―   530   ―   

　　繰延利益剰余金  ―   572   ―   

利益剰余金合計   ― ―  1,138 13.4  ― ―

４　自己株式   ― ―  △0 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  1,936 22.8  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  ― ―  97 1.2  ― ―

評価・換算差額等合
計

  ― ―  97 1.2  ― ―

純資産合計   ― ―  2,034 24.0  ― ―

負債純資産合計   ― ―  8,485 100.0  ― ―
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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           

１　完成工事高  1,901   1,310   6,223   

２　製品売上高  732   722   1,751   

３　商品売上高  375 3,009 100.0 405 2,437 100.0 1,059 9,034 100.0

Ⅱ　売上原価           

１　完成工事原価  1,651   1,017   4,995   

２　製品売上原価  557   472   1,334   

３　商品売上原価  273 2,482 82.5 279 1,769 72.6 806 7,135 79.0

売上総利益   526 17.5  668 27.4  1,898 21.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,071 35.6  1,001 41.0  1,954 21.6

営業損失(△)   △544 △18.1  △332 △13.6  △56 △0.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  24 0.8  19 0.8  43 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  54 1.8  51 2.1  124 1.4

経常損失(△)   △574 △19.1  △364 △14.9  △137 △1.5

Ⅵ　特別利益 ※３  2 0.1  3 0.2  54 0.6

Ⅶ　特別損失 ※4,5  27 0.9  10 0.5  36 0.4

税引前中間（当
期）純損失(△)

  △599 △19.9  △371 △15.2  △119 △1.3

法人税、住民税及
び事業税

※７ 1   1   3   

法人税等調整額 ※７ △240 △238 △7.9 △158 △156 △6.4 △16 △12 △0.1

中間（当期）純損
失(△)

  △361 △12.0  △215 △8.8  △106 △1.2

前期繰越利益   892   ―   892  

中間（当期）未処
分利益

  531   ―   786  
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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
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

（百万円）
411 386 386 35 2 530 786 1,354 △0 2,151

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し

（注）１
    △0  0 ―  ―

特別償却準備金の取崩し

（注）２
    △0  0 ―  ―

中間純損失（△）       △215 △215  △215

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）
― ― ― ― △1 ― △214 △215 ― △215

平成18年９月30日　残高

（百万円）
411 386 386 35 1 530 572 1,138 △0 1,936

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

（百万円）
127 127 2,278

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し

（注）１
  ―

特別償却準備金の取崩し

（注）２
  ―

中間純損失（△）   △215

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△29 △29 △29

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△29 △29 △244

平成18年９月30日　残高

（百万円）
97 97 2,034

（注）１．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。 

 　　  ２．当中間会計期間の決算処理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

①　子会社株式

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

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

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

　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

　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）

―――――

(2）デリバティブ

　時価法 

(2）デリバティブ

 同左

(3）たな卸資産

①　製品・商品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

(3）たな卸資産

①　製品・商品・原材料・仕掛品

同左

(3）たな卸資産

①　製品・商品・原材料・仕掛品

同左

②　未成工事支出金

個別法による原価法

②　未成工事支出金

同左

②　未成工事支出金

同左

③　貯蔵品

最終仕入原価法

③　貯蔵品

同左

③　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（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～47年

その他（工具器具備品）

２～15年

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

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可能

期間（５年）、市場販売目的のソ

フトウェアについては販売可能な

見込有効期間（３年）に基づいて

おります。

(2）無形固定資産

　　　　　同左

 

(2）無形固定資産

　　　　　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　引当金の計上基準

(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

に回収不能見込額を計上しており

ます。

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

うち当事業年度負担額を計上して

おります。

(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、発

生の翌事業年度に費用処理してお

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、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　なお、数理計算上の差異は、発

生の翌事業年度に一括で費用処理

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、内規に基づく中間期末要

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、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。

４　外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

同左

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、決算期末

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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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　

―――――

６　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、すべて

特例処理の要件を満たしているた

め特例処理によっております。

６　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

 

 

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

 

 

(3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限

規程及び取引限度額等を定めた内

部規程に基づきヘッジ対象に係る

金利変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　すべての取引が特例処理の要件

を満たしているため、有効性の判

定を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左 

７　その他中間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。

７　その他中間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

同左

７　その他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

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) ―――――  (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

前中間純損失は７百万円増加しており

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。

 　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７百万円増加しており

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、2,034百万円であります。

　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。
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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）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間末まで区分掲記しておりました「破産債

権、更生債権、再生債権その他これらに準ずる債権」につ

いては、当中間会計期間末において資産総額の5/100以下

となったため、当中間会計期間末より投資その他の資産

「その他」に含めて表示することといたしました。

　なお、当中間会計期間末の「破産債権、更生債権、再生

債権その他これらに準ずる債権」は、4百万円であります。

 

―――――

 

追加情報 

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）

  （役員退職慰労金支給内規の見直し）

――――― ――――― 　当社は、当事業年度末において役

員退職慰労金支給内規の見直しを行

い、役員退職慰労引当金48百万円を

取崩しました。取崩した額は損益計

算書の特別利益の「役員退職慰労引

当金戻入益」に計上しております。
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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　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

建物 364百万円

土地 1,556百万円

投資有価証券 13百万円

合計 1,935百万円

建物    342百万円

土地      1,556百万円

投資有価証券   13百万円

合計      1,912百万円

建物   352百万円

土地      1,556百万円

投資有価証券   15百万円

合計      1,924百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 1,250百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金
551百万円

長期借入金 614百万円

合計 2,415百万円

（担保設定額 1,505百万円）

短期借入金      982百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金
   790百万円

長期借入金    617百万円

合計      2,390百万円

（担保設定額    1,543百万円）

短期借入金      1,203百万円

１年以内に返済予定

の長期借入金
   719百万円

長期借入金    869百万円

合計      2,792百万円

（担保設定額    1,544百万円）

２　保証債務

　関係会社等の金融機関からの借入に対

する保証

２　保証債務

　関係会社等の金融機関からの借入に対

する保証

２　保証債務

　関係会社等の金融機関からの借入に対

する保証

ケーブルシステム建設株式会社

50百万円

ケーブルシステム建設株式会社

  50百万円

ケーブルシステム建設株式会社

   300百万円

岐阜県可児工業団地協同組合

 576百万円

合計 626百万円

岐阜県可児工業団地協同組合

    740百万円

合計    790百万円

岐阜県可児工業団地協同組合

    640百万円

合計    940百万円

関係会社のリース債務に対する保証

愛知電子（中山）有限公司

5百万円

（51千米ドル）

　

―――――

 

 

関係会社のリース債務に対する保証

愛知電子（中山）有限公司

 2百万円

（　25千米ドル）

　株式会社ＪＷＡＹとの間で、同社の債

務返済用流動資金が一定水準を下回った

場合に、一定の事由を停止条件として同

社に対して資金提供を約した特約書を締

結しております。当中間会計期間末にお

ける本契約の対象債務は発生しておりま

せん。

　なお、本契約は同社の債務支払いに関

して保証を行うものではありません。

同左 　株式会社ＪＷＡＹとの間で、同社の債

務返済用流動資金が一定水準を下回った

場合に、一定の事由を停止条件として同

社に対して資金提供を約した特約書を締

結しております。当事業年度末における

本契約の対象債務は発生しておりません。

　なお、本契約は同社の債務支払いに関

して保証を行うものではありません。

※３　消費税等の取扱

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

※３　消費税等の取扱

同左

※３

―――――

※４　 

―――――

※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、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金

融機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれており

ます。 

※４ 

――――― 

 

 

受取手形 2百万円

支払手形 82百万円
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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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1百万円

受取配当金 4百万円

受取賃貸料 7百万円

為替差益 7百万円

受取利息  2百万円

受取配当金  5百万円

受取賃貸料  7百万円

受取利息  3百万円

受取配当金   5百万円

受取賃貸料   14百万円

為替差益  12百万円

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

支払利息 36百万円

たな卸資産廃棄損 17百万円

支払利息   28百万円

たな卸資産廃棄損   20百万円

支払利息   70百万円

たな卸資産廃棄損   53百万円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 2百万円 賞与引当金戻入益

投資有価証券売却益

2百万円

 1百万円

貸倒引当金戻入益   5百万円

役員退職慰労引当金

戻入益
  48百万円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 19百万円

減損損失 7百万円

固定資産除却損   1百万円

投資有価証券評価損  9百万円

固定資産除却損   24百万円

投資有価証券評価損   4百万円

減損損失   7百万円

※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

―――――

※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。

場　所 用　途 種　類

岐阜県

土岐市

 遊休地

（当初社宅用地

として取得）

土　地 

 

　当社は、事業用資産については継続的

に収支の把握を行っている管理会計上の

区分に基づき、また、遊休資産等につい

ては個別物件単位にグルーピングを行っ

ております。

　遊休資産（土地）については、地価が

帳簿価額に対して著しく下落しており、

今後の使用見込みがなく、回収可能性が

認められないため、当中間会計期間にお

いて、帳簿価額を備忘価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（7百万円）として

特別損失に計上しております。

 

　

場　所 用　途 種　類

岐阜県

土岐市

 遊休地

（当初社宅用地

として取得）

土　地 

 

　当社は、事業用資産については継続的

に収支の把握を行っている管理会計上の

区分に基づき、また、遊休資産等につい

ては個別物件単位にグルーピングを行っ

ております。

　遊休資産（土地）については、地価が

帳簿価額に対して著しく下落しており、

今後の使用見込みがなく、回収可能性が

認められないため、当事業年度において、

帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（7百万円）として特別損

失に計上しております。

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 84百万円

無形固定資産 15百万円

有形固定資産   65百万円

無形固定資産   18百万円

有形固定資産    176百万円

無形固定資産   32百万円

※７　当中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当社の当事業年度にお

いて予定している利益処分による特別償

却準備金の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。

※７　当中間会計期間に係る納付税額及び法

人税等調整額は、当社の当事業年度におい

て予定している特別償却準備金の取崩しを

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。　　　　　　

※７

―――――

   

８　当社の売上高は、通常の営業の形態と

して、上半期に比べ下半期に完成する工

事の割合が大きいため事業年度の上半期

売上高と下半期売上高との間に著しい相

違があり、上半期と下半期の業績に季節

的変動があります。

８　　　　　　　

同左

８

―――――
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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（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 1,080 ― ― 1,080

合計 1,080 ― ― 1,080
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（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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 
 その他
（工具器
 具備品）

 無形固定
資産

（ソフト
 ウェア）

合計

 （百万円) （百万円) （百万円）

取得価
額相当
額

141 62 204

減価償
却累計
額相当
額

86 40 127

中間期
末残高
相当額

54 22 77

 
その他
（工具器
具備品）

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

合計

 （百万円）（百万円）（百万円）

取得価
額相当
額

110 75 185

減価償
却累計
額相当
額

39 48 87

中間期
末残高
相当額

70 26 97

 
その他
（工具器
具備品）

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

合計

 （百万円）（百万円）（百万円）

取得価
額相当
額

99 49 148

減価償
却累計
額相当
額

53 32 86

期末残
高相当
額

46 16 62

（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

 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等

 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等

　　未経過リース料期末残高相当額 

１年内 31百万円

１年超 45百万円

合計 77百万円

１年内   31百万円

１年超   66百万円

合計   97百万円

１年内 26百万円

１年超   35百万円

合計   62百万円

（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、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払リース料   16百万円

減価償却費相当額   16百万円

支払リース料   39百万円

減価償却費相当額   39百万円

(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

 

（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。

 

 

 （減損損失について） 

 同左

 

（減損損失について） 

 同左

２．　オペレーティング・リース取引（借主

側）

 未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 2百万円

合計 2百万円

２．　オペレーティング・リース取引（借主

側）

 未経過リース料

１年内  0百万円

１年超  1百万円

合計  2百万円

２．　オペレーティング・リース取引（借主

側）

 未経過リース料

１年内  0百万円

１年超  1百万円

合計  2百万円
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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。

（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 　 490円65銭

１株当たり中間純損失

（△）
　△89円62銭

１株当たり純資産額 504円40銭

１株当たり中間純損失

（△）
　△53円43銭

１株当たり純資産額 　 565円03銭

１株当たり当期純損失

（△）
　△26円35銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

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。

同左 　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．　１株当たり純資産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)

純資産の部の合計額（百万円） ― 2,034 ―

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
― ― ―

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額　（百万円）　　　　　　　　
― 2,034 ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（株）
― 4,032,700 ―

 　　　２．　１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、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)

中間（当期）純損失（△）（百万円） △361 △215 △106

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）純損失

（△）（百万円）
△361 △215 △106

期中平均株式数（株） 4,032,700 4,032,700 4,032,700

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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