
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） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  41円70銭 

３．配当状況 

※ 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。 

  

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 山一電機株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6941 本社所在都道府県 東京都  

(URL http://www.yamaichi.co.jp) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 古賀 慎一郎  

問合せ先責任者 役職名 経理部長  氏名 加藤 勝市  ＴＥＬ  （ 03 ） 3778 －  6111 

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）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 9,580 △11.3 358 △59.5 432 △54.6

17年９月中間期 10,802 1.7 884 △11.3 953 △8.4

18年３月期 21,522  1,290  1,509  

 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 307 △41.0 15 46

17年９月中間期 520 △19.9 29 20

18年３月期 750  33 86

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 19,893,346株 17年９月中間期 17,843,382株 18年３月期  18,969,462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 36,885 28,444 77.1 1,464 34

17年９月中間期 37,978 25,496 67.1 1,428 88

18年３月期 38,409 29,738 77.4 1,461 21

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 19,424,706株 17年９月中間期 17,843,306株 18年３月期 20,277,856株

②期末自己株式数 18年９月中間期 1,113,169株 17年９月中間期 394,569株 18年３月期 260,019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 19,800  830  460  

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － 5.00 － 10.00 － 15.00

19年３月期（実績） － 5.00 － － － 

19年３月期（予想） － － － 12.00 － 17.00
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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   2,316,459 1,864,112 2,887,323 

２ 受取手形  ※５ 650,531 487,388 514,052 

３ 売掛金   6,563,351 6,176,411 6,507,911 

４ たな卸資産   1,519,892 1,495,663 1,388,428 

５ 繰延税金資産   754,000 366,671 489,209 

６ 未収入金   545,871 497,110 571,230 

７ 関係会社短期 
貸付金 

  2,601,470 3,392,700 3,044,700 

８ その他 ※４ 348,059 334,263 336,256 

貸倒引当金   △5,181 △16,894 △24,463 

流動資産合計     15,294,454 40.3 14,597,425 39.6   15,714,648 40.9

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１     

(1）建物 ※２ 3,280,366 3,203,598 3,201,447 

(2）工具・器具及び
備品 

  2,247,894 2,227,313 2,073,905 

(3）土地 ※２ 4,100,043 4,100,043 4,100,043 

(4）その他   1,289,042 1,490,956 1,359,089 

有形固定資産合計   10,917,347 28.7 11,021,912 29.9 10,734,486 27.9

２ 無形固定資産   497,839 1.3 366,713 1.0 426,745 1.1

３ 投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※２ 2,570,150 3,149,028 3,549,176 

(2）関係会社株式 
及び関係会社 
出資金 

  5,164,232 5,011,232 4,991,232 

(3）その他 ※２ 3,742,423 2,885,820 3,126,947 

貸倒引当金   △207,645 △159,105 △150,427 

投資その他の資産
合計 

  11,269,161 29.7 10,886,976 29.5 11,516,929 30.0

固定資産合計     22,684,347 59.7 22,275,602 60.4   22,678,161 59.0

Ⅲ 繰延資産       

  新株発行費   － 12,762 17,016 

繰延資産合計     － － 12,762 0.0   17,016 0.1

資産合計     37,978,802 100.0 36,885,790 100.0   38,409,826 100.0 
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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   534,109 355,514 379,506 

２ 買掛金   1,292,501 965,453 1,425,214 

３ 短期借入金 ※２ 7,062,000 3,599,500 3,312,000 

４ 未払法人税等   39,102 42,582 55,196 

５ その他   1,389,494 1,467,160 1,797,156 

流動負債合計     10,317,208 27.2 6,430,211 17.4   6,969,073 18.2

Ⅱ 固定負債       

１ 長期借入金 ※２ 1,059,500 960,000 203,500 

２ 繰延税金負債    418,830 760,358 822,475 

３ 退職給付引当金   21,752 50,094 39,652 

４ 役員退職慰労 
引当金 

  495,400 161,600 520,500 

５ その他   170,104 79,105 116,353 

固定負債合計     2,165,587 5.7 2,011,158 5.5   1,702,482 4.4

負債合計     12,482,795 32.9 8,441,370 22.9   8,671,555 22.6
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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     8,366,834 22.0 － －   10,013,634 26.0

Ⅱ 資本剰余金       

  資本準備金   9,326,098 － 10,971,518 

資本剰余金合計     9,326,098 24.6 － －   10,971,518 28.6

Ⅲ 利益剰余金       

１ 利益準備金   314,976 － 314,976 

２ 任意積立金   6,800,000 － 6,800,000 

３ 中間（当期） 
未処分利益 

  1,076,921 － 1,001,044 

利益剰余金合計     8,191,897 21.6 － －   8,116,020 21.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    841,086 2.2 － －   1,447,548 3.8

Ⅴ 自己株式     △1,229,910 △3.3 － －   △810,451 △2.1

資本合計     25,496,006 67.1 － －   29,738,270 77.4

負債資本合計     37,978,802 100.0 － －   38,409,826 100.0 

        

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金     － － 10,013,634 27.1   － －

２ 資本剰余金       

   資本準備金   － 10,971,518 － 

 資本剰余金合計     － － 10,971,518 29.7   － －

３ 利益剰余金       

 (1）利益準備金   － 314,976 － 

  (2）その他利益 
剰余金 

      

   別途積立金   － 6,800,000 － 

   繰越利益剰余金   － 997,880 － 

 利益剰余金合計     － － 8,112,857 22.0   － －

４ 自己株式     － － △1,825,207 △4.9   － －

株主資本合計     － － 27,272,802 73.9   － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

  その他有価証券 
  評価差額金 

    － － 1,171,617 3.2   － －

評価・換算差額等 
合計 

    － － 1,171,617 3.2   － －

純資産合計     － － 28,444,420 77.1   － －

負債純資産合計     － － 36,885,790 100.0   － －
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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     10,802,214 100.0 9,580,974 100.0   21,522,017 100.0 

Ⅱ 売上原価     7,947,775 73.6 7,148,719 74.6   16,194,352 75.2

売上総利益     2,854,438 26.4 2,432,254 25.4   5,327,664 24.8

Ⅲ 販売費及び一般 
  管理費 

    1,969,828 18.2 2,074,122 21.7   4,036,970 18.8

営業利益     884,610 8.2 358,132 3.7   1,290,693 6.0

Ⅳ 営業外収益 ※１   267,015 2.5 167,704 1.8   523,874 2.4

Ⅴ 営業外費用 ※２   197,991 1.9 92,919 1.0   305,394 1.4

経常利益     953,634 8.8 432,917 4.5   1,509,173 7.0

Ⅵ 特別利益 ※３   5,457 0.1 215,827 2.3   131,231 0.6

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

  83,821 0.8 78,443 0.8   267,497 1.2

税引前中間 
（当期）純利益 

    875,269 8.1 570,301 6.0   1,372,907 6.4

法人税、住民税 
及び事業税 

  13,590 12,883 29,538 

法人税等調整額   340,702 354,292 3.3 249,802 262,686 2.8 592,898 622,436 2.9

中間（当期） 
純利益 

    520,977 4.8 307,614 3.2   750,470 3.5

前期繰越利益     555,943 －   555,943

自己株式処分差損     － －   216,153

中間配当額     － －   89,216

中間（当期） 
未処分利益 

    1,076,921 －   1,001,044
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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） 

（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。 

 

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 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
10,013,634 10,971,518 10,971,518 314,976 6,800,000 1,001,044 8,116,020 △810,451 28,290,722 

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当（注）           △202,778 △202,778   △202,778 

役員賞与（注）           △108,000 △108,000   △108,000 

中間純利益           307,614 307,614   307,614 

自己株式の取得               △1,014,755 △1,014,755 

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） 
－ － － － － △3,163 △3,163 △1,014,755 △1,017,919 

平成18年９月30日 残高

（千円） 
10,013,634 10,971,518 10,971,518 314,976 6,800,000 997,880 8,112,857 △1,825,207 27,272,802 

 

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） 
1,447,548 1,447,548 29,738,270 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）     △202,778 

役員賞与（注）     △108,000 

中間純利益     307,614 

自己株式の取得     △1,014,755 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△275,931 △275,931 △275,931 

中間会計期間中の変動額 

合計（千円） 
△275,931 △275,931 △1,293,850 

平成18年９月30日 残高

（千円） 
1,171,617 1,171,617 28,444,420 
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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．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 

その他有価証券 

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) 

(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 

その他有価証券 

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) 

(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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…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 

 …移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

…移動平均法による原価

法 

 (2）デリバティブ 

…原則として時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

製品・仕掛品・原材料 

…総平均法による原価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

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、当社子会社マテ

ィ株式会社本社（岡山

県）に貸与しております

有形固定資産及び平成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。 

(1）有形固定資産 

…定率法 

ただし、当社子会社マテ

ィ株式会社本社（岡山

県）に貸与しております

有形固定資産及び平成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。 

(1）有形固定資産 

同左 

 建物 ３～39年

機械及び装置 ２～15年

工具・器具及び備品 ２～20年

建物 ３～39年

機械及び装置 ４～15年

工具・器具及び備品 ２～20年

 

 (2）無形固定資産 

…定額法 

なお、ソフトウェア（自

社利用）につきまして

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 

 (3）   ―――――― 

  

(3）長期前払費用 

…定額法 

(3）長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方法      ―――――― 

  

 新株発行費 

…旧商法施行規則の規定に

より最長期間（３年）で

毎期均等額を償却してお

ります。 

 新株発行費 

…商法施行規則の規定によ

り最長期間（３年）で毎

期均等額を償却しており

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） 

４．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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）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

平均残存勤務期間内の一定の年

数（10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すること

としております。 

(2）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。 

 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（10年）による

定額法により費用処理しており

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

平均残存勤務期間内の一定の年

数（10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すること

としております。 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、期末日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。 

 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（10年）による

定額法により費用処理しており

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

平均残存勤務期間内の一定の年

数（10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すること

としております。 

 (3）役員退職慰労引当金 

 役員(商法上の取締役以外の

執行役員を含む。)の退職慰労

金の支給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額を計上

しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員(会社法上の取締役以外の

執行役員を含む。)の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を計上し

ております。 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員（商法上の取締役以外の

執行役員を含む。）の退職慰労

金の支給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上して

おります。 

５．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

算日の直物等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

の直物等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。 

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） 

７．ヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、為替予約等につ

いては振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理を採用し

ております。また、金利スワッ

プについては特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理を

採用しております。 

イ．ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処

理の要件を満たしている場合は

特例処理を採用しております。 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 外貨建金銭債権債務及び外貨

建予定取引について為替予約取

引及び通貨オプション取引を採

用しております。また、長期借

入金について金利スワップ取引

を採用しております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 長期借入金について金利スワ

ップ取引を採用しております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ハ．ヘッジ方針 

 為替予約取引及び通貨オプシ

ョン取引については外貨建金銭

債権債務及び外貨建予定取引に

係る将来の為替レートの変動リ

スクを軽減する目的で採用して

おります。また、金利スワップ

取引については長期借入金に対

する金利変動リスクの軽減及び

実質的な調達コストを軽減する

目的で採用しております。 

ハ．ヘッジ方針 

 金利スワップ取引について長

期借入金に対する金利変動リス

クの軽減及び実質的な調達コス

トを軽減する目的で採用してお

ります。 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

 ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 半期毎にヘッジ対象の相場変

動の累計とヘッジ手段の相場変

動の累計を比較し、両者の変動

額の比率によって有効性を評価

しております。ただし、特例処

理によっている金利スワップに

ついては有効性の評価を省略し

ております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利ス

ワップについて有効性の評価を

省略しております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．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 

 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36,591千円減少してお

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36,591千円減少しており

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28,444,420千円であります。

 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．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額 

有形固定資産 21,628,317千円 有形固定資産 22,145,939千円 有形固定資産 22,353,495千円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

建物 2,181,029千円

土地 2,822,032 

投資有価証券 277,585 

その他（敷金

及び保証金） 
303,147 

合計 5,583,793 

建物 2,177,577千円

土地 2,822,032 

投資有価証券 141,200 

その他（敷金

及び保証金）
283,776 

合計 5,424,586 

建物 2,137,830千円

土地 2,822,032 

投資有価証券 313,367 

その他（敷金

及び保証金） 
283,776 

合計 5,557,006 

上記資産を下記の債務の担保

に供しております。 

上記資産を下記の債務の担保

に供しております。 

上記資産を下記の債務の担保

に供しております。 

短期借入金 2,100,000千円

長期借入金 2,821,500 

（１年内の返済予定額を含

む） 

合計 4,921,500 

短期借入金 2,050,000千円

長期借入金 1,509,500 

（１年内の返済予定額を含

む） 

合計 3,559,500 

短期借入金 2,000,000千円

長期借入金 1,515,500 

（１年内の返済予定額を含

む） 

合計 3,515,500 

 ３．銀行等借入等に対する保証債務  ３．銀行等借入等に対する保証債務  ３．銀行等借入等に対する保証債務

関係会社   

マティ㈱ 200,000千円

プライコンマ

イクロエレク

トロニクス 

INC. 

1,821,824 

ヤマイチエレ

クトロニクス

ドイッチェラ

ンドGmbH 

1,002 

合計 2,022,826 

関係会社   

プライコンマ

イクロエレク

トロニクス 

INC. 

524,961千円

㈱アドバンセ

ル 
295,135 

マティ㈱ 200,000 

合計 1,020,096 

関係会社   

プライコンマ

イクロエレク

トロニクス 

INC. 

1,010,855千円

㈱アドバンセ

ル 
323,626 

マティ㈱ 200,000 

ヤマイチエレ

クトロニクス

ドイッチェラ

ンドGmbH 

3,058 

合計 1,537,539 

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４．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、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

同左  ─────― 

※５．   ―――――― ※５．中間期末日満期手形 ※５．   ―――――― 

 中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

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。 

受取手形 45,190千円
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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．営業外収益の主な内容は以下

のとおりであります。 

※１．営業外収益の主な内容は以下

のとおりであります。 

※１．営業外収益の主な内容は以下

のとおりであります。 

受取利息 42,697千円

受取配当金 19,229千円

受取賃貸料 49,422千円

為替差益 120,837千円

受取利息 51,755千円

受取配当金 26,086千円

受取賃貸料 49,374千円

為替差益 9,616千円

受取利息 88,941千円

受取配当金 30,210千円

受取賃貸料 99,130千円

為替差益 201,902千円

※２．営業外費用の主な内容は以下

のとおりであります。  

※２．営業外費用の主な内容は以下

のとおりであります。  

※２．営業外費用の主な内容は以下

のとおりであります。  

支払利息 59,379千円

社債利息 975千円

支払利息 23,992千円

賃貸資産減価 

償却費 
40,775千円

支払利息 97,199千円

社債利息 975千円

※３．特別利益の主な内容は以下の

とおりであります。 

※３．特別利益の主な内容は以下の

とおりであります。 

※３．特別利益の主な内容は以下の

とおりであります。 

投資有価証券 

売却益 
4,624千円

投資有価証券 

売却益 
215,470千円

機械及び装置 

売却益 
1,436千円

投資有価証券 

売却益 
129,772千円

※４．特別損失の主な内容は以下の

とおりであります。 

※４．特別損失の主な内容は以下の

とおりであります。 

※４．特別損失の主な内容は以下の

とおりであります。  

工具・器具及び

備品除却損 
46,575千円

減損損失  36,591千円

機械及び装置 

除却損 
12,581千円

工具・器具及び

備品除却損 
45,206千円

機械及び装置 

除却損 
6,761千円

工具・器具及び

備品除却損 
50,447千円

関係会社株式 

評価損 
173,000千円

減損損失 36,591千円
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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．減損損失の内容は以下のとお

りであります。 

※５．   ―――――― ※５．減損損失の内容は以下のとお

りであります。 

 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

て減損損失を計上いたしまし

た。  

  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

損損失を計上いたしました。  

場所 用途 種類 

東京都

大田区  
遊休資産  

建物、工具・器

具及び備品、土

地、その他（構

築物） 

 場所 用途 種類 

東京都

大田区  
遊休資産  

建物、工具・器

具及び備品、土

地、その他（構

築物） 

 当社は各事業部門単位で資産

をグルーピングし、貸与資産、

遊休資産は個々の資産ごとに減

損の兆候判断及び減損の認識を

行いました。 

 その結果、減損対象となる遊

休資産は将来的に売却の可能性

もあることから、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（36,591千円）

として特別損失に計上いたしま

した。その内訳は、建物36,399

千円、工具・器具及び備品42千

円、その他（構築物）149千円で

あります。 

 なお、当該資産グループの回

収可能価額は正味売却価額（主

に不動産鑑定評価額）に基づき

評価しております。 

  当社は各事業部門単位で資産

をグルーピングし、遊休資産は

個々の資産ごとに減損の兆候判

断及び減損の認識を行いまし

た。 

 その結果、減損対象となる遊

休資産は将来的に売却の可能性

もあることから、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（36,591千円）

として特別損失に計上いたしま

した。その内訳は、建物36,399

千円、工具・器具及び備品42千

円、その他（構築物）149千円で

あります。 

 なお、当該資産グループの回

収可能価額は正味売却価額（主

に不動産鑑定評価額）に基づき

評価しております。 

 ６．減価償却実施額は以下のとお

りであります。 

 ６．減価償却実施額は以下のとお

りであります。 

 ６．減価償却実施額は以下のとお

りであります。 

有形固定資産 772,343千円

無形固定資産 91,358千円

有形固定資産 755,368千円

無形固定資産 89,520千円

有形固定資産 1,694,700千円

無形固定資産 181,720千円
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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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加853,150株は、市場買付け及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

  
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 （注） 260,019 853,150 － 1,113,169 

     合計 260,019 853,150 － 1,113,169 
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① リース取引 

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における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。 

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、

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 

 

  

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) 

機械及び装
置 

5,460 5,070 390 

工具・器具
及び備品 

185,861 137,998 47,862 

その他 5,630 187 5,442 

合計 196,951 143,256 53,695 

  

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
及び備品 

182,674 121,297 61,376 

その他 5,630 1,313 4,316 

合計 188,304 122,611 65,693 

  

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
及び備品 

202,376 121,619 80,757 

その他 5,630 750 4,879 

合計 208,006 122,370 85,636 

 （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。 

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 

２．未経過リース料中間期末残高

相当額等 

２．未経過リース料期末残高相当

額等 

 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 32,493千円

１年超 21,201千円

合計 53,695千円

１年内 24,699千円

１年超 40,993千円

合計 65,693千円

１年内 35,881千円

１年超 49,755千円

合計 85,636千円

 （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。 

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 23,089千円

減価償却費相当

額 
23,089千円

支払リース料 20,193千円

減価償却費相当

額 
20,193千円

支払リース料 23,672千円

減価償却費相当

額 
23,672千円

 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 

２．オペレーティング・リ

ース取引 

未経過リース料 

１年内 4,562千円

１年超 7,015千円

合計 11,578千円

未経過リース料 

１年内 3,608千円

１年超 3,407千円

合計 7,015千円

未経過リース料 

１年内 4,128千円

１年超 5,167千円

合計 9,296千円

 （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 
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（１株当たり情報） 

 (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。 

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 1,428円88銭

１株当たり中間純利益 29円20銭

１株当たり純資産額 1,464円34銭

１株当たり中間純利益 15円46銭

１株当たり純資産額 1,461円21銭

１株当たり当期純利益 33円86銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
33円83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、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

 

  
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       

中間（当期）純利益（千円） 520,977 307,614 750,470 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 108,000 

（うち取締役賞与金） （－） （－） （108,000） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
520,977 307,614 642,470 

期中平均株式数（株） 17,843,382 19,893,346 18,969,462 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

普通株式の増加数（株） － － 16,243 

（うちストックオプション関連） （－） （－） （16,243） 
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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)

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

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

ストックオプション関

連株式 

（自己株式譲渡方式） 

平成11年６月29日定時

株主総会決議 

ストックオプション関

連株式 

（自己株式譲渡方式） 

平成11年６月29日定時

株主総会決議 

ストックオプション関

連株式 

（自己株式譲渡方式） 

平成11年６月29日定時

株主総会決議 

 普通株式 30,000株

譲渡価額 2,769円

普通株式 20,000株

譲渡価額 2,769円

普通株式 30,000株

譲渡価額 2,769円

 平成12年６月29日定時

株主総会決議 

平成12年６月29日定時

株主総会決議 

平成12年６月29日定時

株主総会決議 

 普通株式 45,000株

譲渡価額 3,793円

普通株式 45,000株

譲渡価額 3,793円

普通株式 45,000株

譲渡価額 3,793円

 （新株引受権） 

平成13年６月28日定時

株主総会決議 

（新株引受権） 

平成13年６月28日定時

株主総会決議 

（新株引受権） 

平成13年６月28日定時

株主総会決議 

 普通株式 401,500株

行使価額 1,999円

普通株式 120,000株

行使価額 1,999円

普通株式 397,500株

行使価額 1,999円

 （新株予約権） 

平成14年６月27日定時

株主総会決議 

（新株予約権） 

平成14年６月27日定時

株主総会決議 

 

 普通株式 637,000株

行使価額 1,511円

普通株式 491,900株

行使価額 1,511円
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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） 

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17年９月20日開催の取締役会

の決議に基づき、公募による新株式

発行及び第三者割当による新株式発

行を行いました。その概要は次のと

おりであります。 

 なお、詳細については平成17年９

月20日に提出した有価証券届出書及

び９月29日に提出した有価証券届出

書の訂正届出書に記載しておりま

す。 

(1)公募による新株式発行  

① 募集方法 一般募集（ブッ

ク・ビルディング

方式） 

② 発行株式の

種類及び数 

普通株式 

2,000,000株 

③ 発行価格 1,493.00円 

④ 発行価額 1,431.40円 

⑤ 発行価額の

総額 

2,862,800千円 

⑥ 発行価額中

資本に組入

れる額 

716.00円 

⑦ 資本組入額

の総額 

1,432,000千円  

⑧ 払込期日 平成17年10月６日 

⑨ 配当起算日 平成17年10月１日 

⑩ 資金の使途 設備資金及び借入

金の返済 

     ――――――   平成18年５月26日開催の取締役会

において、会社法第165条第３項の

規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株

式を取得すること及びその具体的な

取得方法について決議し、自己株式

の取得を以下のとおり実施いたしま

した。 

(1)自己株式取得に関する取締役会

の決議内容  

 ① 取得する株式の種類 

   当社普通株式 

 ② 取得する株式の総数 

   700,000株（上限） 

 ③ 取得価額の総額 

   1,000百万円（上限） 

 ④ 取得の方法 

   市場買付け 

 ⑤ 取得を行う理由 

経済情勢の変化に対応した機

動的な経営を遂行できるよう

にするため 

(2)取得日 

平成18年５月29日から平成18年

８月31日まで 

(3)その他 

上記による取得の結果、当社普

通株式370,000株（取得価額

420,021千円）を取得いたしまし

た。 
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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） 

(2)第三者割当による新株式発行 

 この結果、平成17年11月７日現

在で資本金は10,013,634千円、発

行済株式総数は20,537,875株とな

っております。 

① 割当先 野村證券株式会社 

② 発行株式の

種類及び数 

普通株式 

300,000株 

③ 発行価格 1,431.40円 

④ 発行価額の

総額 

429,420千円 

⑤ 発行価額中

資本に組入

れる額 

716.00円 

⑥ 資本組入額

の総額 

214,800千円  

⑦ 払込期日 平成17年11月７日 

⑧ 配当起算日 平成17年10月１日 

⑨ 資金の使途 設備資金及び借入

金の返済 
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