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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 20 日 

上 場 会 社 名        大崎エンジニアリング株式会社                上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号         ６２５９                                    本社所在都道府県 埼玉県 
（ＵＲＬ  http://www.oec-inc.co.jp  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 遠藤健二 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役事業管理本部長  氏名 小野茂昭  ＴＥＬ (０４)２９３４－３４１１ 
決算取締役会開催日 平成１８年１１月１３日            配当支払開始日 平成 － 年 － 月 － 日 
単元株制度採用の有無             無   
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                    (注)記載金額は百万円未満を切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 
17 年９月中間期 

7,907( 229.2 )
2,401(   －  )

1,891( 276.9 )
501(   －  )

1,877( 302.9 )
466(   －  )

18 年３月期 8,718        1,692        1,647        
 
 

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 

1,124( 306.7 ) 
276(   －  ) 

27,337   42 
73,166   92 

18 年３月期 978         250,614   42 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年９月中間期 41,148 株  17 年９月中間期 3,780 株  18 年３月期 3,800 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。 
    ④平成 17年９月中間期から中間財務諸表を作成しているため、対前年中間期増減率は記載しておりません。 
    ⑤平成 18年８月 26 日付で普通株式１株につき 10 株の割合をもって株式分割しており、平成 18 年９月中間期の１株当     

たり中間(当期)純利益は当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。 
なお、株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成 17 年９月中間期及び平成 18 年３月期の１株当たり中間(当
期)純利益は、それぞれ 7,316 円 69 銭、25,061 円 44 銭となります。 

 
(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 

7,955 
7,150 

3,435
1,586

43.2
22.2

78,789   17
419,735   05

18 年３月期 9,794 2,365 24.1 580,415   82
 (注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 43,600 株 17 年９月中間期  3,780 株 18 年３月期 4,030 株 
    ②期末自己株式数  18 年９月中間期   －株   17 年９月中間期  －株  18 年３月期 －株 
    ③平成 18 年８月 26 日付で普通株式１株につき 10 株の割合をもって株式分割しており、当該分割が前期首に行われた  

と仮定した場合の平成1７年９月中間期及び平成18年３月期の１株当たり純資産は、それぞれ41,973円51銭、58,041
円 58 銭となります。 

 
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 10,000 2,000 1,165

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 22,812 円 31 銭 

(注)平成 19 年３月期（予想）の１株当たり当期純利益は平成 18 年 11 月 19 日を払込期日とする公募増資による発行 

株式数 7,500 株を含めた予定期末発行済株式数 51,100 株により算出しております。なお、予定期末発行済株式数

には、平成 18 年 12 月 19 日を払込期日とするオーバーアロットメントの売出しに関連した第三者割当増資（最大

1,000 株）が行われた場合の新規発行株式数は含めておりません。 
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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 － 15,000 15,000 

19 年３月期（実績） ― － 
19 年３月期（予想） ― 1,500 

1,500 

 
 

(注)平成 18 年８月 26 日付で普通株式１株につき 10株の割合をもって株式分割しており、当該分割が前期首に行われたと仮  
定した場合、平成 18 年３月期の期末及び年間の１株当たり配当金は 1,500 円となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※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、リスクや不確

実な要素を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性

があることをご承知おきください。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料の９ページをご参照く

ださい。 
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６ 【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 

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  189,952 3,435,222 2,313,688 

２ 受取手形 ※６ 170,388 449,442 233,640 

３ 売掛金  1,177,701 666,246 893,713 

４ たな卸資産  3,496,935 1,210,919 4,077,848 

５ その他 ※４ 296,662 277,410 350,022 

貸倒引当金  △17,573 △9,800 △16,360 

流動資産合計   5,314,067 74.3 6,029,441 75.8  7,852,553 80.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※１ 

※２ 
  

(1) 建 物  700,509 772,866 794,529 

(2) 土 地  915,195 915,195 915,195 

(3) その他  25,713 22,752 24,166 

有形固定資産合計  1,641,418 22.9 1,710,814  21.5 1,733,890 17.7

２ 無形固定資産  5,079 0.1 4,264 0.1 4,665 0.0

３ 投資その他の資産  190,315 2.7 210,896 2.6 203,625 2.1

固定資産合計   1,836,813 25.7 1,925,975 24.2  1,942,181 19.8

資産合計   7,150,881 100.0 7,955,417 100.0  9,794,735 100.0
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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 

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 ※６ 2,930,511 1,805,863 2,805,195 

２ 買掛金  623,961 184,995 1,158,249 

３ 短期借入金  610,000 300,000 300,000 

４ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
※２ 110,508 91,012 93,008 

５ 未払法人税等  203,009 786,115 548,997 

６ 賞与引当金  63,000 65,000 64,600 

７ その他 ※４ 76,489 409,657 1,548,105 

流動負債合計   4,617,479 64.6 3,642,644 45.8  6,518,156 66.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 816,262 731,374 773,818 

２ 役員退職慰労引当金  130,541 146,190 137,685 

固定負債合計   946,803 13.2 877,564 11.0  911,503 9.3

負債合計   5,564,283 77.8 4,520,209 56.8  7,429,659 75.9

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   279,000 3.9      ― ―  316,500 3.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   192,500 2.7         ―   ―  230,000 2.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  12,000  ― 12,000 

２ 任意積立金  810,000  ― 810,000 

３ 中間(当期)未処分 

利益 
 292,600  ― 994,363 

利益剰余金合計   1,114,600 15.6         ―   ―  1,816,363 18.5

Ⅳ その他有価証券評価 

差額金 
  498 0.0         ―   ―  2,211 0.0

資本合計   1,586,598 22.2         ―   ―  2,365,075 24.1

負債及び資本合計   7,150,881 100.0         ―   ―  9,794,735 100.0

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   333,000 4.2  

２ 資本剰余金    

   (1)資本準備金   246,500  

     資本剰余金合計   246,500 3.1  

３ 利益剰余金     



 
 

 - 42 -

  
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 

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

(％)

   (1)利益準備金   12,000  

   (2)その他利益剰余金    

     別途積立金   1,660,000  

     繰越利益剰余金   1,182,793  

     利益剰余金合計   2,854,793 35.9  

     株主資本合計   3,434,293 43.2  

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金   913  

  評価・換算差額等合計   913 0.0  

  純資産合計   3,435,207 43.2  

  負債純資産合計   7,955,417 100.0  
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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 

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   2,401,963 100.0 7,907,056 100.0  8,718,036 100.0

Ⅱ 売上原価   1,619,352 67.4 5,737,233 72.6  6,472,963 74.2

売上総利益   782,611 32.6 2,169,822 27.4  2,245,072 25.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   280,783 11.7 278,580 3.5  552,679 6.3

営業利益   501,828 20.9 1,891,242 23.9  1,692,393 19.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  12,307 0.5 10,905 0.1  21,066 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  48,098 2.0 24,672 0.3  65,813 0.8

経常利益   466,037 19.4 1,877,475 23.7  1,647,646 18.9

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 6,560 0.1  ― ―

Ⅶ 特別損失   ― ― 158 0.0  73 0.0

税引前中間(当期) 

純利益 
  466,037 19.4 1,883,877 23.8  1,647,572 18.9

法人税、住民税 

及び事業税 
 198,187 774,448  716,572 

法人税等調整額  △8,721 189,466 7.9 △15,451 758,997 9.6 △47,334 669,238 7.7

中間(当期)純利益   276,570 11.5 1,124,880 14.2  978,334 11.2

前期繰越利益   16,029  16,029

中間（当期）未処分利

益 
  292,600  994,363
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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 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 

株主資本合計 

平成18年3月31日残高(千円) 316,500 230,000 12,000 810,000 994,363 1,816,363 2,362,863

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行  16,500 16,500  33,000

 剰余金の配当   △60,450 △60,450 △60,450

 利益処分による役員賞与   △26,000 △26,000 △26,000

 別途積立金の積立   850,000 △850,000 ― ―

 中間純利益   1,124,880 1,124,880 1,124,880

 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) 

 16,500 16,500 ― 850,000 188,430 1,038,430 1,071,430

平成18年9月30日残高(千円) 333,000 246,500 12,000 1,660,000 1,182,793 2,854,793 3,434,293

 
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年3月31日残高(千円)   2,211 2,365,075

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行     33,000

 剰余金の配当   △60,450

 利益処分による役員賞与   △26,000

 別途積立金の積立  ―

 中間純利益  1,124,880

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△1,298   △1,298

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,298 1,070,131

平成18年9月30日残高(千円)     913 3,435,207
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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 

移動平均法による原価法によって

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。） 

 

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。） 

 

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 

決算期末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）デリバティブ 

時価法によっております。 

 

（２）デリバティブ 

同 左  

 

（２）デリバティブ 

同 左 

 

（３）たな卸資産 

① 原材料 

移動平均法による原価法によって

おります。 

② 仕掛品 

個別法による原価法によっておりま

す。 

 

（３）たな卸資産 

① 原材料 

同 左 

 

② 仕掛品 

同 左 

（３）たな卸資産 

① 原材料 

同 左 

 

② 仕掛品 

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）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。 

（３）長期前払費用 

   定額法によっております。 

なお、償却年数については、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）無形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

（３）長期前払費用 

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 

同 左 

 

 

 

 

（３）長期前払費用 

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 

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）役員退職慰労引当金 

役員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 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）役員退職慰労引当金 

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）役員退職慰労引当金 

役員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。 

 

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。 

 

４ リース取引の処理方法 

同 左 

 

４ リース取引の処理方法 

同 左 

 

５ 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。 

５ 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 

５ 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 

 

中間財務諸表作成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) 

― 

 

 

 

(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

計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は、3,435,207千円であります。 

 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。 

― 

 

 

 

 



 
 

 - 47 -

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） 

 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。 

 なお、これによる影響はありません。 

 

 

 

― 

 

 

（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

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

 なお、これ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 

313,771千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりで 

あります。 

    建物        352,924千円 

土地       489,243 〃 

計        842,167千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    一年以内返済予定の 

    長期借入金    110,508千円 

    長期借入金    648,064 〃 

    計        758,572千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

362,398千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりで 

あります。 

    建物       336,505千円 

土地       489,243 〃 

計        825,749千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    一年以内返済予定の 

    長期借入金    78,441千円 

    長期借入金    586,384 〃 

    計        664,825千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

338,851千円 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりで 

あります。 

    建物       344,496千円 

土地        489,243 〃 

計        833,739千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    一年以内返済予定の 

    長期借入金    81,404千円 

    長期借入金    623,026 〃 

    計        704,430千円 

 

 ３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に 

対する保証債務 

保証先 
金額 

（千円） 

㈱オー・イー・シー金沢 157,100 
 

 ３  

 

― 

 ３  

 

― 

※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。 

 

※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  

― 

５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３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 3,000,000千円 

   借入実行残高     200,000 〃 

   差引額       2,800,000千円 

 

５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３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 3,000,000千円 

   借入実行残高      ― 

   差引額       3,000,000千円 

   

５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３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 3,000,000千円 

   借入実行残高      ― 

   差引額       3,000,000千円 

 

※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、当中間会計期間末日が金融機関の

休日であったため、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         209千円 

  支払手形       408,217千円 

※６ 

― 
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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 

受取利息 504千円

受取配当金 60 〃 

受取助成金 5,924 〃 

デリバティブ利益 2,662 〃 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 15,598千円

コミットメントライン費用 32,500 〃 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

          － 

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 24,672千円

無形固定資産 414 〃 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 904千円

受取配当金       71 〃

受取助成金 5,924 〃 

消費税還付加算金 1,622 〃 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 16,074千円

株式公開関連費用 5,752 〃 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益  6,560千円

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 24,927千円

無形固定資産 400 〃 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,022千円

受取配当金 120 〃 

デリバティブ利益 8,477 〃 

受取助成金 5,924 〃 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 32,547千円

コミットメントライン費用 32,500 〃 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

          － 

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 50,566千円

無形固定資産 828 〃 
  

 

(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 

該当事項はありません。 
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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) 

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

計額相当額及び中間期末残高相当額 

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

計額相当額及び中間期末残高相当額 

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) 

機械装置及び 

車両運搬具 
9,300 1,361 7,938 

工具器具及び備品 3,732 684 3,047 

ソフトウェア 15,108 1,608 13,500 

合計 28,140 3,653 24,486 

 (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。 

 
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) 

機械装置及び

車両運搬具
12,982 5,070 7,912 

工具器具及び備品 16,960 2,973 13,986 

ソフトウェア 19,194 4,972 14,221 

合計 49,137 13,016 36,120 

 (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。 

 
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)

機械装置及び 

車両運搬具
12,982 3,113 9,869 

工具器具及び備品 16,960 1,057 15,902 

ソフトウェア 15,108 3,189 11,918 

合計 45,051 7,360 37,690 

 (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 

１年以内 6,453千円

１年超 18,032 〃 

合計 24,486千円

 (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。 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 11,144千円

１年超 24,976 〃

合計 36,120千円

 (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。 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 10,547千円

１年超 27,143 〃

合計 37,690千円

 (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 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 3,758千円

減価償却費相当額 3,758 〃 
 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 5,656千円

減価償却費相当額 5,656 〃
 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 7,465千円

減価償却費相当額 7,465 〃
 

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 
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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) 

 

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17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 419,735円05銭
 

１株当たり純資産額 78,789円17銭
 

１株当たり純資産額 580,415円82銭
 

１株当たり中間純利益 73,166円92銭
 

１株当たり中間純利益 27,337円42銭
 

１株当たり当期純利益 250,614円42銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株引受権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であるため、期中

平均株価が把握できませんので記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式が存在していないた

めに記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、新株引受権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であるため、期中

平均株価が把握できませんので記載しており

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当社は、平成18年８月26日日付で株式１株に

つき10株の株式分割を行っています。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、それぞれ以下のとお

りとなります 

前中間会計期間 前事業年度 

 

１株当たり純資産額

   41,973円51銭 

１株当たり中間純

利益 

    7,316円69銭 

なお、潜在株式調

整後１株当たり中

間純利益金額につ

いては新株引受権

の残高はあります

が、当社株式は非上

場であるため、期中

平均株価が把握で

きませんので記載

しておりません。 

 

１株当たり純資産額

  58,041円58銭 

１株当たり当期純

利益 

  25,061円44銭 

なお、潜在株式調

整後１株当たり当

期純利益金額につ

いては新株引受権

の残高はあります

が、当社株式は非上

場であるため、期中

平均株価が把握で

きませんので記載

しておりません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

― 

(注)１ 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。 

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) 

中間損益（損益）計算書上の 

中間(当期)純利益(千円) 
276,570 1,124,880 978,334 

普通株式に係る 

中間（当期）純利益(千円) 
276,570 1,124,880 952,334 

普通株主に帰属しない金額の 

主要な内訳(千円) 
   

利益処分による役員賞与金 ― ― 26,000 

普通株主に帰属しない金額  

(千円) 
― ― 26,000 

普通株式の期中平均株式数(株) 3,780 41,148 3,800 
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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 

第１回新株引受権付社債

（新株引受権の残高25,000千

円 行使価格100千円）及び第

２回新株引受権付社債（新株

引受権の残高28,000千円 行

使価格100千円）。 

これらの詳細は、「第４提出

会社の状況１株式等の状況

(2)新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。 

― 

第１回新株引受権付社債

（新株引受権の残高25,000千

円 行使価格100千円）及び第

２回新株引受権付社債（新株

引受権の残高28,000千円 行

使価格100千円）。 

これらの詳細は、「第４提出

会社の状況１株式等の状況

(2)新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。  
２ 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。 

項 目 
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(千円)            ―        3,435,207            ― 

純資産の部の合計額から控除する金

額(千円) 
           ―            ―            ― 

普通株式に係る中間期末の純資産額

(千円) 
           ―        3,435,207            ― 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末の普通株式の数(株) 
           ―          43,600            ― 
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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) 
 

― 

 

１． 新株発行（一般募集） 

当社は、平成18年10月17日及び平成18年10月31日開催の取締役会にお

いて、下記のとおり新株式の発行を決議しております。 

① 募集方法 

一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

② 募集する株式の種類及び数、発行価格、引受価額、払込金額、払込

金額の総額、増加する資本金の額 

      株式の種類及び数  普通株式7,500株 

      発行価格      １株につき360,000円       
引受価額      １株につき334,800円 

この価額は、当社より引受人が買取引受

した価額であります。 

      払込金額      １株につき297,500円 

                （資本組入額167,400円） 

      払込金額の総額   2,231,250千円 

      増加する資本金の額 1,255,500千円 

③ 発行のスケジュール 

申込期間  平成18年11月10日から平成18年11月15日まで 

      払込期日  平成18年11月19日 

④ 資金使途 

設備資金、借入金返済資金及び運転資金 

２． 新株発行（オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連する 

第三者割当増資） 

当社は、平成18年10月17日及び平成18年10月31日開催の取締役会にお

いて、オーバーアロットメントによる当社株式の売出し（野村證券㈱が

当社株主から借入れる当社普通株式1,000株の売出し）に関連する第三者

割当増資を実施することを決議しております。 

① 募集方法 

野村證券㈱を割当先とする第三者割当増資 

② 募集する株式の種類及び数、割当価格、払込金額、払込金額の総額、 

増加する資本金の額  

      株式の種類及び数  普通株式1,000株 

      割当価格      １株につき334,800円 

      払込金額      １株につき297,500円 

                （資本組入額167,400円） 

      払込金額の総額   297,500千円 

   増加する資本金の額 167,400千円 

 

― 
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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) 
 

― 

 

③ 発行のスケジュール 

申込期日  平成18年12月18日 

      払込期日  平成18年12月19日 

④ 資金使途 

運転資金 

（注） 本新株発行は、当社普通株式株券の㈱ジャスダック証券取引

所への上場に際し、公募及び引受人の買取引受による売出しに

伴い、その需要状況を勘案したうえで野村證券㈱が行ったオー

バーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増

資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。野村證券

㈱は、平成18年11月20日から平成18年12月12日までの間、上記

のオーバーアロットメントによる売出しのために当社株主であ

る大崎電気工業㈱から借入れた株式の返却を目的として、㈱ジ

ャスダック証券取引所においてオーバーアロットメントによる

売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引

を行う場合があります。 

野村證券㈱は、上記シンジケートカバー取引がなされた場合、

本第三者割当増資に係る割当においては、係るシンジケートカ

バー取引により取得した株式数に対応する株式について、割当

に応じない予定でありますので、その場合には本第三者割当増

資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ

の結果、発行数が変更される可能性があります。 

 

― 

 

 
 


