
平成 19年 3月期   個別中間財務諸表の概要 平成 18年 11月 20日

上場会社名　　大崎電気工業株式会社 上場取引所　　　　東
コード番号　　6644 本社所在都道府県　東京都
（ＵＲＬ  http://www.osaki.co.jp）
代　　表　　者　　取締役社長　　　　　渡邊 佳英
問合せ先責任者　　取締役経営企画室長　高野 澄雄 ＴＥＬ (03)3443－9133
決算取締役会開催日　　平成 18年 11月 20日 配当支払開始日　平成 18年 12月 12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 （百万円未満を切り捨てて表示しております）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 9,127 3.9 547 △ 41.1 675 △ 35.4

17年9月中間期 8,788 △ 9.4 929 33.3 1,045 32.0

18年3月期 18,776 2,023 2,189

百万円 ％ 円　　銭

18年9月中間期 446 △ 37.3 11 80

17年9月中間期 711 35.7 18 81

18年3月期 1,411 36 25

(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 37,821,223 株  17年9月中間期 37,855,189 株  18年3月期 37,845,990 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

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年9月中間期 26,642 20,761 77.9 549 00

17年9月中間期 27,376 19,959 72.9 527 37

18年3月期 27,752 20,995 75.7 553 96

(注)①期末発行済株式数  18年9月中間期  37,816,756 株  17年9月中間期  37,847,080 株  18年3月期  37,827,669 株

  　②期末自己株式数    18年9月中間期     733,928 株  17年9月中間期     703,604 株  18年3月期     723,015 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)

百万円 百万円 百万円

通　  期 19,000 1,450 900
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)    23 円 80 銭

３．配当状況
   ・現金配当

中間期末 期末 年間
18年3月期 5.00 8.00 13.00
19年3月期（実績） 6.50 ―
19年3月期（予想） ― 8.50

※ 上記予想は、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、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場合があります。

 　なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の10ﾍﾟｰｼﾞを参照して下さい。

営業利益 経常利益

総資産 純資産 自己資本比率

売上高

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

15.00

1株当たり純資産

1株当たり配当金（円）

売上高 経常利益 当期純利益



大崎電気工業㈱【個別】

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ

953 578 1,384

※6 182 190 224

3,470 3,709 3,705

2,501 1,813 1,867

関係会社短期貸付金 1,503 2,209 2,062

921 869 868

△ 73 △ 109 △ 111

9,460 34.6 9,262 34.8 10,000 36.0

Ⅱ

※1

建物 2,494 1,943 2,007

機械装置 704 672 719

土地 1,718 1,139 1,139

建設仮勘定 7 28 9

その他 554 511 530

5,478 20.0 4,295 16.1 4,406 15.9

388 1.4 306 1.1 356 1.3

投資有価証券 9,421 9,849 9,986

関係会社長期貸付金 1,532 1,856 1,936

その他 1,100 1,078 1,071

貸倒引当金 △ 5 △ 6 △ 6

12,048 44.0 12,778 48.0 12,988 46.8

17,915 65.4 17,380 65.2 17,751 64.0

27,376 100.0 26,642 100.0 27,752 100.0

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)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

（資産の部）

流動資産

たな卸資産

現金及び預金

受取手形

投資その他の資産

有形固定資産

無形固定資産

 有形固定資産計

 資産合計

 投資その他の資産計

 固定資産合計

 流動資産合計

固定資産

前事業年度
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

金額(百万円)

貸倒引当金

その他

売掛金
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大崎電気工業㈱【個別】

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ

315 133 191

717 770 699

500 140 100

2,500 － －

357 130 675

468 497 494

※2 1,238 1,388 1,464

6,098 22.3 3,060 11.5 3,625 13.0

Ⅱ

－ 1,500 1,500

547 263 423

40 40 40

730 1,015 1,167

1,318 4.8 2,820 10.6 3,132 11.3

7,416 27.1 5,881 22.1 6,757 24.3

Ⅰ 4,686 17.1 － － 4,686 16.9

Ⅱ

4,768 17.4 － － 4,768 17.2

Ⅲ

698 － 698

7,200 － 7,200

1,035 － 1,545

8,934 32.6 － － 9,444 34.0

Ⅳ 1,826 6.7 － － 2,372 8.6

Ⅴ △ 255 △ 0.9 － － △ 277 △ 1.0

19,959 72.9 － － 20,995 75.7

27,376 100.0 － － 27,752 100.0

Ⅰ

－ － 4,686 17.6 － －

資本準備金 － － 4,768 17.9 － －

利益準備金 － 698 －

その他利益剰余金

　別途積立金 － 8,100 －

　繰越利益剰余金 － 749 －

　　利益剰余金合計 － － 9,548 35.8 － －

自己株式 － － △ 289 △ 1.1 － －

　　株主資本合計 － － 18,714 70.2 － －

Ⅱ

その他有価証券評価差額金 － － 2,047 7.7 － －

－ － 20,761 77.9 － －

－ － 26,642 100.0 － －

（純資産の部）

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

評価・換算差額等

 純資産合計

 負債純資産合計

前事業年度
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

金額(百万円)

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)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

（負債の部）

流動負債

支払手形

買掛金

一年以内償還予定の社債

関係会社短期借入金

その他有価証券評価差額金

自己株式

 流動負債合計

固定負債

 負債合計

賞与引当金

 固定負債合計

長期借入金

資本金

資本剰余金

退職給付引当金

 資本合計

資本準備金

利益準備金

任意積立金

利益剰余金

中間(当期)未処分利益

 利益剰余金合計

 負債・資本合計

繰延税金負債

（資本の部）

未払法人税等

長期預り金

その他
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大崎電気工業㈱【個別】

注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ 8,788 100.0 9,127 100.0 18,776 100.0

Ⅱ 5,568 63.4 6,222 68.2 12,104 64.5

3,220 36.6 2,905 31.8 6,672 35.5

Ⅲ 2,290 26.1 2,358 25.8 4,648 24.8

929 10.6 547 6.0 2,023 10.8

Ⅳ ※1 178 2.0 162 1.8 268 1.4

Ⅴ ※2 63 0.7 34 0.4 102 0.5

1,045 11.9 675 7.4 2,189 11.7

Ⅵ ※3 92 1.1 32 0.4 613 3.3

Ⅶ ※4,5 65 0.7 － － 617 3.3

1,072 12.2 707 7.8 2,185 11.6

350 125 738

10 360 4.1 136 261 2.9 35 773 4.1

711 8.1 446 4.9 1,411 7.5

323 323

－ 189

1,035 1,545中間(当期)未処分利益

税引前中間(当期)純利益

法人税、住民税及び事業税

中間損益計算書

区分

売上原価

営業外収益

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

売上高

前期繰越利益

特別損失

中間配当額

営業外費用

経常利益

特別利益

法人税等調整額

中間(当期)純利益

前事業年度
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)

金額(百万円)

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)

金額(百万円) 金額(百万円)

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)
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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)
評価・換
算差額等

資本剰余金

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） 4,686 4,768 698 7,200 1,545 △ 277 18,622 2,372 20,995

 中間会計期間中の変動額

　 利益処分による剰余金の配当 △ 302 △ 302 △ 302

 　利益処分による役員賞与 △ 40 △ 40 △ 40

　 別途積立金の積立 900 △ 900 － －

 　中間純利益 446 446 446

 　自己株式の取得 △ 12 △ 12 △ 12

　 株主資本以外の項目
 　の中間会計期間中の
 　変動額(純額) － △ 324 △ 324

 中間会計期間中の変動額合計
 （百万円） － － － 900 △ 796 △ 12 91 △ 324 △ 233

 平成18年９月30日残高
 （百万円） 4,686 4,768 698 8,100 749 △ 289 18,714 2,047 20,761

純資産
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

大崎電気工業㈱【個別】

その他有
価証券評
価差額金

資　本
準備金
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大崎電気工業㈱【個別】 

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) たな卸資産 

移動平均法による原価法によ

っております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

同  左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

同  左 

(2) 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によ

っております。 

(2) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同  左 

(2) 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 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります。(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。) 

②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

に基づく時価法によってお

ります。(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。) 

②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

づく時価法によっておりま

す。(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 

移動平均法による原価法

によっております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。 

時価のないもの 

同  左 

時価のないもの 

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(建物付属設備

は除く)については、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。 

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 

定額法によっております。 

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)に基づく定額

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) 長期前払費用 

均等償却をしております。 

(3) 長期前払費用 

同  左 

(3) 長期前払費用 

同  左 
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大崎電気工業㈱【個別】 

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 

債権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

可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支払いに備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員へ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按分

した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同  左 

 

 

(3) 退職給付引当金 

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 

同  左 

 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員への退職給付に備え

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(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。 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通

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 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同  左 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

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。 

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 
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大崎電気工業㈱【個別】 

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) 

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は、

特例処理の要件を満たしてお

りますので、特例処理を採用

しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 金利スワップ 

(ヘッジ対象) 借入金の利息 

③ヘッジ方針 

当社は、借入金の金利変動

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、

ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしておりますので、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

６ ヘッジ会計の方法 

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 

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。 

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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大崎電気工業㈱【個別】 

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） 

 当中間会計期間から｢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25

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。 

（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20,761百万円であり

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）

 当事業年度から｢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25

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。 

 

 

 

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） 

｢証券取引法等の一部を改正する法律｣（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月

１日より適用となり｢金融商品会計に関する実務指針｣

（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で

改正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業有

限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資

有価証券として表示する方法に変更いたしました。 

なお、当中間会計期間の｢投資有価証券｣に含まれる当

該出資の額は74百万円であり、前中間会計期間における

投資その他の資産の｢その他｣に含まれている当該出資の

額は129百万円であります。 

―――― 
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大崎電気工業㈱【個別】 

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 

 13,150百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 11,918百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 11,764百万円
 

※２  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン

グシステムによる支払に移行

しており、流動負債の「その

他」にはファクタリング方式

により振替えた仕入債務等の

未払額が624百万円含まれて

おります。 

※２  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン

グシステムによる支払に移行

しており、流動負債の「その

他」にはファクタリング方式

により振替えた仕入債務等の

未払額が715百万円含まれて

おります。 

※２  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン

グシステムによる支払に移行

しており、流動負債の「その

他」にはファクタリング方式

により振替えた仕入債務等の

未払額が554百万円含まれて

おります。 

 ３ 偶発債務 

(1) 関係会社の金融機関からの

借入金等に対する保証債務 

PT.METBELOSA 80百万円 
OSAKI METER  
SALES,INC. 

26 

計 106百万円 

(2) 売掛金債権流動化による 

譲渡高     23百万円 

 ３ 偶発債務 

(1) 関係会社の金融機関からの

借入金等に対する保証債務

PT.METBELOSA 140百万円

  

 

 

(2) 売掛金債権流動化による 

譲渡高     10百万円

 ３ 偶発債務 

(1) 関係会社の金融機関からの

借入金等に対する保証債務

PT.METBELOSA 149百万円

北海道大崎電気㈱ 20 

計 169百万円

 

(2) 売掛金債権流動化による 

譲渡高     14百万円

 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、流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

 ４ 消費税等の取扱い 

同  左 

４    ―――― 

５  当社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４

行と貸出コミットメント契約

を締結しております。当中間

会計期間末における貸出コミ

ットメント契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであ

ります。 

貸出コミット 
メントの総額 

3,000百万円 

借入実行残高 － 

差引額 3,000百万円 
 

５  当社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４

行と貸出コミットメント契約

を締結しております。当中間

会計期間末における貸出コミ

ットメント契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであ

ります。 

貸出コミット 
メントの総額 

3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000百万円
 

５  当社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４

行と貸出コミットメント契約

を締結しております。当事業

年度末における貸出コミット

メント契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりでありま

す。 

貸出コミット 
メントの総額 

3,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 3,000百万円
 

※６    ―――― ※６  中間会計期間末日満期手形

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業

日であったため、次の中間会

計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれており

ます。 

受取手形 23百万円
 

※６    ―――― 
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大崎電気工業㈱【個別】 

(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 営業外収益項目のうち重要な

もの 

受取利息 29百万円

受取配当金 115 
 

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

受取利息 35百万円

受取配当金 113 
 

※１ 営業外収益項目のうち重要な

もの 

受取利息 56百万円

受取配当金 146 
 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

支払利息 4百万円

社債利息 8 

コミットメント 
ライン費用 

42 

 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

支払利息 10百万円

  

 

※２ 営業外費用項目のうち重要な

もの 

支払利息 7百万円

社債利息 15 

コミットメント 

ライン費用 
45 

 
※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

投資有価証券 

売却益 
78百万円

 
 

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

投資有価証券 

売却益 
32百万円

 
 

※３ 特別利益項目のうち重要なも

の 

投資有価証券 

売却益 
602百万円

 
 

※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

減損損失 25百万円 
 

※４    ―――― ※４ 特別損失項目のうち重要なも

の 

固定資産売却損 541百万円

ゴルフ会員権等評

価損 
30      

減損損失 25      
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大崎電気工業㈱【個別】 

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 

    当社は、以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

遊休 

資産 
建物 

千葉県 

長柄町 
20 

遊休 

資産 
土地 

長野県 

軽井沢

町 

5 

 計  25 

    当社は、事業用資産につい

ては製品グループを基礎と

し、賃貸用資産、遊休資産に

ついては個別物件毎にグルー

ピングしております。 

遊休資産については今後の

利用計画がなく、土地の市場

価格が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、回収可能価額は正味

売却価額により測定してお

り、土地については取引事例

価格等を参考にして評価して

おります。また、建物につい

ては備忘価格をもって評価し

ております。 

※５    ―――― ※５ 減損損失 

    当社は、以下の資産につい

て減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休 

資産 
建物 

千葉県 

長柄町 
20

遊休 

資産 
土地 

長野県 

軽井沢

町 

5

 計  25

    当社は、事業用資産につい

ては製品グループを基礎と

し、賃貸用資産、遊休資産に

ついては個別物件毎にグルー

ピングしております。 

遊休資産については今後の

利用計画がなく、土地の市場

価格が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、回収可能価額は正味

売却価額により測定してお

り、土地については取引事例

価格等を参考にして評価して

おります。また、建物につい

ては備忘価格をもって評価し

ております。 

６ 減価償却実施額 

(1) 有形固定資産 220百万円

(2) 無形固定資産 50 

計 271百万円
  

６ 減価償却実施額 

(1) 有形固定資産 186百万円

(2) 無形固定資産 53 

計 239百万円
  

６ 減価償却実施額 

(1) 有形固定資産 443百万円

(2) 無形固定資産 103 

計 546百万円
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45



 
 
 

大崎電気工業㈱【個別】 

(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 

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） 723,015 10,913 － 733,928

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加10,913株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

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 

該当事項はありません 
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