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（財）財務会計基準機構会員  

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        ニチバン株式会社                                       上場取引所 東 大 

コ ー ド 番 号         4218                                                          本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.nichiban.co.jp ） 
代  表  者 役職名  代表取締役社長           氏名  堀田 直人 
問合せ先責任者 役職名 取締役専務執行役員 管理部長   氏名 土方 正夫     ＴＥＬ (03) 5978 －5601 
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－年－月－日 
単元株制度採用の有無            有 (１単元1,000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 

 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 

17年 9月中間期 

19,081     2.4

18,628   △1.2

484    22.9

394   △8.2

619    11.9

553   △6.2

18年 3月期 38,452      － 1,200      － 1,384      －

 
 

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 

17年 9月中間期 

406    31.1 

310   △8.5 

9.80 

7.48 

18年 3月期 727   － 16.79 

 
 

 (注)①期中平均株式数           18年 9月中間期  41,465,186株  17年 9月中間期  41,466,660株  18年 3月期  41,466,277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 

17年 9月中間期 

40,667 

38,608 

17,446

16,882

42.9 

43.7 

420.75

407.15

18年 3月期 39,747 17,385 43.7 418.52

(注)①期末発行済株式数        18年 9月中間期  41,464,620株  17年 9月中間期  41,466,413株  18年 3月期  41,465,413株 

  ②期末自己株式数         18年 9月中間期      11,392株 17年 9月中間期       9,599株  18年 3月期    10,599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 39,200 1,450 850  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  20円50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 － 6.00 6.00 

19年 3月期（実績） － － 

19年 3月期（予想） － 7.00 
7.00 

 

＊上記記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。上記予想は本資料の作成時点において入手可能な

情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

上記の業績予想に関する事項は、添付資料６ページをご参照ください。
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５．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  5,670 5,049 5,344 

２．受取手形 ※４ 6,756 7,054 6,942 

３．売掛金  5,905 6,334 6,174 

４．有価証券  20 3,510 2,021 

５．たな卸資産  5,443 4,948 5,320 

６．その他  1,367 699 810 

貸倒引当金  △23 △6 △15 

流動資産合計   25,140 65.1 27,590 67.8  26,598 66.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1,2   

(1)建物  2,268 2,169 2,257 

(2)機械及び装置  3,213 3,014 3,007 

(3)土地  2,655 2,746 2,655 

(4)その他  871 938 977 

有形固定資産計  9,008 8,869 8,897 

２．無形固定資産  251 164 206 

３．投資その他の資産    

(1)繰延税金資産  2,192 2,379 2,279 

(2)その他  2,085 1,736 1,837 

貸倒引当金  △70 △72 △72 

投資その他の資産
計 

 4,207 4,043 4,044 

固定資産合計   13,467 34.9 13,077 32.2  13,148 33.1

資産合計   38,608 100 40,667 100  39,747 100 
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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 ※４ 149 71 55 

２．買掛金  5,487 6,016 5,787 

３．短期借入金   100 － － 

４．一年内償還予定の
社債 

 － 3,000 － 

５．未払法人税等  52 153 69 

６．未払費用  2,468 2,540 2,719 

７ 役員賞与引当金  － 16 － 

８．製品自主回収引当
金 

 － 30 － 

９．その他 ※３ 694 1,131 643 

流動負債合計   8,951 23.2 12,960 31.9  9,275 23.4

Ⅱ 固定負債    

１．社債  3,000 － 3,000 

２．長期借入金 ※２ 2,350 2,450 2,450 

３．退職給付引当金  4,547 4,819 4,729 

４．役員退職慰労引当
金 

 211 253 234 

５．預り保証金  2,664 2,714 2,673 

６．その他  － 24 － 

固定負債合計   12,773 33.1 10,261 25.2  13,086 32.9

負債合計   21,725 56.3 23,221 57.1  22,362 56.3

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   5,451 14.1 － －  5,451 13.7

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  4,186 － 4,186 

資本剰余金合計   4,186 10.8 － －  4,186 10.5

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  744 － 744 

２．任意積立金  5,154 － 5,154 

３．中間（当期）未処
分利益 

 1,082 － 1,500 

利益剰余金合計   6,980 18.1 － －  7,398 18.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  266 0.7 － －  352 0.9

Ⅴ 自己株式   △3 △0.0 － －  △3 △0.0

資本合計   16,882 43.7 － －  17,385 43.7

負債資本合計   38,608 100 － －  39,747 100 
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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
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 5,451 13.4  － －

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 4,186 － 

資本剰余金合計   － － 4,186 10.3  － －

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  － 744 － 

(2)その他利益剰余金     

別途積立金  － 5,504  － 

繰越利益剰余金  － 1,276  － 

利益剰余金合計   － － 7,524 18.5  － －

４．自己株式   － － △4 △0.0  － －

株主資本合計   － － 17,159 42.2  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 287 0.7  － －

評価・換算差額等
合計 

  － － 287 0.7  － －

純資産合計   － － 17,446 42.9  － －

負債純資産合計   － － 40,667 100  － －
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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   18,628 100 19,081 100  38,452 100 

Ⅱ 売上原価   13,576 72.9 13,993 73.3  27,908 72.6

売上総利益   5,051 27.1 5,088 26.7  10,543 27.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  4,657 25.0 4,604 24.2  9,342 24.3

営業利益   394 2.1 484 2.5  1,200 3.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  237 1.3 213 1.1  323 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  77 0.4 77 0.4  139 0.4

経常利益   553 3.0 619 3.2  1,384 3.6

Ⅵ 特別利益 ※３  1,226 6.6 105 0.6  1,226 3.2

Ⅶ 特別損失 ※４  1,273 6.9 80 0.4  1,354 3.5

税引前中間（当
期）純利益 

  507 2.7 644 3.4  1,255 3.3

法人税、住民税及
び事業税 

 16 117 32 

法人税等調整額  181 197 1.0 121 238 1.3 496 528 1.4

中間（当期）純利
益 

  310 1.7 406 2.1  727 1.9

前期繰越利益   772  772

中間（当期）未処
分利益 

  1,082  1,500
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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

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 
     （百万円） 

5,451 4,186 4,186 744 5,154 1,500 7,398

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注） － － － － － △248 △248

役員賞与（注） － － － － － △31 △31

別途積立金の積立て（注） － － － － 350 △350 －

中間純利益 － － － － － 406 406

自己株式の取得 － － － － － － －

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） 

－ － － － 350 △223 126

平成18年９月30日残高 
     （百万円） 

5,451 4,186 4,186 744 5,504 1,276 7,524

 

株主資本 評価・換算差額等 
 

自己株式 
株主資本 
合計 

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 
     （百万円） 

△3 17,033 352 352 17,385 

中間会計期間中の変動額 
 

 

剰余金の配当（注） － △248 － － △248 

役員賞与（注） － △31 － － △31 

別途積立金の積立て（注） － － － － － 

中間純利益 － 406 － － 406 

自己株式の取得 △0 △0 － － △0 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額） 

－ － △64 △64 △64 

中間会計期間中の変動額 
合計    （百万円） 

△0 125 △64 △64 61 

平成18年９月30日残高 
     （百万円） 

△4 17,159 287 287 17,446 

（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   

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．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 有価証券 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 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してお

ります。） 

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して

おります。） 

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しておりま

す。） 

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 

────────── デリバティブ ────────── 

  時価法  

たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産 

 総平均法による原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

定率法によっております。 

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日以降に取

得した建物（建物附属設備は除く）

については、定額法によっておりま

す。 

同左 同左 

無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、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、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）に基づく定額法によって

おります。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 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 

売上債権及び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、貸倒懸念債権等の

債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上して

おります。 

同左 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） 

────────── (2) 役員賞与引当金 ────────── 

 役員賞与の支出に備えて、当事業

年度における支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11月29日）を

適用しております。 

これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

16百万円減少しております。 

 

────────── (3) 製品自主回収引当金 ────────── 

 製品自主回収に関する回収費用に

ついて、必要と認めた合理的な損

失見込額を計上しております。 

 

 （追加情報） 

当社製品である「抗菌伸縮包帯・

ネット包帯」の一部に、抗菌性が

十分発揮出来ない可能性があるこ

とを受け、当該製品を全品自主回

収することといたしました。その

影響を会計上適切に表示するため

に自主回収費用予想額を見積り、

当中間会計期間末に製品自主回収

引当金を計上しております。 
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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） 

(4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 (4) 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。 

なお、会計基準変更時差異 

（5,468百万円）については、10年に

よる按分額を費用処理しておりま

す。 

過去勤務債務については、その発生

時における従業員の平均残存勤務期

間による定額法により按分した額を

費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各期

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌期から費用

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

期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。 

なお、会計基準変更時差異 

（5,468百万円）については、10年に

よる按分額を費用処理しておりま

す。 

過去勤務債務については、その発生

時における従業員の平均残存勤務期

間による定額法により按分した額を

費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各期

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌期から費用

処理しております。 

（追加情報） 

当社を母体とするニチバン厚生年金基

金は、平成17年９月30日付で厚生労働

大臣より解散の認可を受け、同日を

もって同基金を解散いたしました。解

散に伴い、当社は確定拠出年金制度へ

移行し、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用しております。 

本移行に伴う影響額は、特別利益とし

て1,205百万円計上しております。 

────────── （追加情報） 

当社を母体とするニチバン厚生年金基

金は、平成17年９月30日付で厚生労働

大臣より解散の認可を受け、同日を

もって同基金を解散いたしました。解

散に伴い、当社は確定拠出年金制度へ

移行し、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用しております。 

本移行に伴う影響額は、特別利益とし

て1,205百万円計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 (5) 役員退職慰労引当金 (5) 役員退職慰労引当金 

役員及び執行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。 

同左 役員及び執行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。 
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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18年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．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 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、金利

スワップの特例処理の要件を満たす

ため、特例処理によっております。 

同左 同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 同左 同左 

 金利スワップ取引   

ヘッジ対象   

 特定借入金の支払金利   

(3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

金利変動による支払金利の増加リス

クを減殺する目的で行っておりま

す。 

同左 同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引については、特例

処理の要件を満たしているため、有

効性の評価を省略しております。 

同左 同左 

６．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 

６．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 

６．その他財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

税抜方式により行っております。 同左 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）を適

用しております。これにより税引前中間純

利益が1,254百万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当該各資

産の金額から直接控除しております。 

（退職給付に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準

第３号 平成17年３月16日）及び「「退職

給付に係る会計基準」の一部改正に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 

平成17年３月16日）を適用しております。

この変更によ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） 

 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17,446百万円であります。 

 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。 

（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）を適用して

おります。これにより税引前当期純利益が

1,262百万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当該各資産の

金額から直接控除しております。 

（退職給付に係る会計基準） 

 当事業年度より、「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正」（企業会計基準第３

号 平成17年３月16日）及び「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第７号 平

成17年３月16日）を適用しております。 

この変更による影響はありません 

────────── 
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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．有形固定資産の減価償却累計額は 

25,733百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は 

26,026百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は 

25,921百万円であります。 

※２．有形固定資産のうち下記の資産につき

工場財団を設定し、長期借入金の担保

に供しております。 

※２．有形固定資産のうち下記の資産につ

き工場財団を設定し、長期借入金の

担保に供しております。 

※２．有形固定資産のうち下記の資産につ

き工場財団を設定し、長期借入金の

担保に供しております。 
  

建物 1,570百万円

機械及び装置 717  

土地 547  

その他 205  

 計 3,041  
  

  
建物 1,671百万円

機械及び装置 1,095   

土地 547   

その他 238   

 計 3,554   
  

  
建物 1,506百万円

機械及び装置     684 

土地     547 

その他   196   

 計    2,935  
  

担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務 
  

長期借入金 1,000百万円
  

  
長期借入金 1,000百万円

  

  
長期借入金 1,000百万円

  
※３．消費税等の表示 ※３．消費税等の表示 ────────── 

仮払消費税等、仮受消費税等は相殺のう

え流動負債その他に記載しております。 

同左  

────────── ※４．中間会計期間末日満期手形の処理 ────────── 

 中間会計期間末日満期手形は、手形

交換日をもって決済処理しておりま

す。従って、当中間会計期間末日

は、金融機関の休日であったため中

間会計期間末日満期手形が以下の科

目に含まれております。 

受取手形 454百万円

支払手形 11  

 

 

 

（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項目 ※１．営業外収益のうち主要な項目 ※１．営業外収益のうち主要な項目 
  

受取利息 3百万円

受取配当金 94  

賃貸料 51  

貸倒引当金戻入益 52   
  

  
受取利息 2百万円

受取配当金 119  

賃貸料 51  

  
  

  
受取利息 5百万円

受取配当金 97   

賃貸料 107   

貸倒引当金戻入益 54  
  

※２．営業外費用のうち主要な項目 ※２．営業外費用のうち主要な項目 ※２．営業外費用のうち主要な項目 
  

支払利息 30百万円

社債利息 13  
  

  
支払利息 30百万円

社債利息 12  
  

  
支払利息 60百万円

社債利息 25   
  

※３．特別利益のうち主要な項目 ※３．特別利益のうち主要な項目 ※３．特別利益のうち主要な項目 
 

固定資産売却益 21百万円

土地の売却益であります。 

退職給付引当金取崩益 1,205百万円

厚生年金基金の解散によるものであ

ります。 

 

 
投資有価証券売却益 105百万円

 

 
固定資産売却益 20百万円

土地の売却益であります。 

退職給付引当金取崩益 1,205百万円

厚生年金基金の解散によるものであ

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） 

※４．特別損失のうち主要な項目 ※４．特別損失のうち主要な項目 ※４．特別損失のうち主要な項目 
 

減損損失 1,254百万円

 

 
固定資産除却損 24百万円

製品自主回収引当金繰
入額 

30  

ＰＣＢ処理費用 24    

 

 
減損損失 1,262百万円

 

 
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 
金額 

(百万円) 

土地 1,160 

遊休 
福島県 

いわき市 施設 

利用権 
  94 

計 1,254 

事業用資産については各事業所別に

グルーピングし、将来の使用が見込

まれていない遊休資産については個

別の資産グループとして取り扱って

おります。上記の土地につきまして

は、平成４年に長期経営計画の一環

として新工場建設予定地として取得

しましたが、その後の景気低迷によ

り新工場構想を凍結したことにより

現在は遊休資産としております。今

後の利用計画もなく、地価も著しく

下落しているため、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してお

ります。 

なお、当該資産グループの回収可能

価額は、正味売却価額により測定し

ており、不動産鑑定評価額に基づき

評価しております。 

 
 

 
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 
金額 

(百万円) 

土地 1,160 

遊休 
福島県 

いわき市 施設 

利用権 
  94 

遊休 
埼玉県 

日高市 
その他   8 

計 1,262 

事業用資産については各事業所別に

グルーピングし、将来の使用が見込

まれていない遊休資産については個

別の資産グループとして取り扱って

おります。上記の土地につきまして

は、平成４年に長期経営計画の一環

として新工場建設予定地として取得

しましたが、その後の景気低迷によ

り新工場構想を凍結したことにより

現在は遊休資産としております。今

後の利用計画もなく、地価も著しく

下落しているため、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してお

ります。 

なお、当該資産グループの回収可能

価額は、正味売却価額により測定し

ており、不動産鑑定評価額に基づき

評価しております。 

減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額 
  

有形固定資産 502百万円

無形固定資産 39  
  

  
有形固定資産 488百万円

無形固定資産 49  
  

  
有形固定資産 1,059百万円

無形固定資産 88  
  

 

（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 10,599 793 － 11,392 

合計 10,599 793 － 11,392 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加793株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
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（リース取引関係） 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（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。 

 

（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） 

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） 

 該当事項はありません。 

 

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） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 


