
 1 

    
平成 19 年 3 月期  個別中間財務諸表の概要 

平成 18 年 11 月 21 日 
上 場 会 社 名 岡本硝子株式会社 上場取引所 JASDAQ 
コ ー ド 番 号 7746 本社所在都道府県 千葉県 
(URL http://www.ogc-jp.com)  
代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏 名 岡 本  毅 

問合せ先責任者 役 職 名 専務取締役コーポレートサービス本部長 氏 名 衆 樹
も ろ き

   健 
 TEL(04)7137-3111 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 21 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 100 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 （百万円未満切捨て） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円  ％ 
3,510（   3.0） 
3,409（△15.8） 

百万円  ％ 
△393（  － ） 
△206（  － ） 

百万円  ％ 
△370（  － ） 
△158（  － ） 

18 年 3 月期 6,638 △471    △382  

 

 中 間 (当 期) 純 利 益 1 株当たり中間(当期)純利益  

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円  ％ 
△ 456（  － ） 
△ 100（  － ） 

円 銭 
△33  91 
△ 7  47 

 

18 年 3 月期 △ 294  △21  89  

(注)1．期中平均株式数  18 年 9 月中間期 13,455,460 株 17 年 9 月中間期 13,455,533 株 18 年 3 月期 13,455,497 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 

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

百万円 
9,675 
10,919 

百万円 
4,310 
5,008 

％ 
44.5 
45.9 

円 銭 
320  32 
372  26 

18 年 3 月期 9,954 4,804 48.3 357  06 

(注) 1.期末発行済株式数 18 年 9 月中間期  13,455,460 株 17 年 9 月中間期 13,455,460 株 18 年 3 月期 13,455,460 株 
 2.期末自己株式数 18 年 9 月中間期  280 株 17 年 9 月中間期 280 株 18 年 3 月期 280 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 

通  期 
百万円 

7,672 
百万円 

           72 
百万円 

         △26 

(参考) 1 株当たり予想当期純損失（通期）1円 93 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 
平成 18 年 3月期 3.00 ― 3.00 
平成 19 年 3月期(実績) ― ― 
平成 19 年 3月期(予想) ― 3.00 

3.00 

※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。 
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中間財務諸表等 

中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 
 (単位：千円) 

前中間会計期間末 

平成17年9月30日現在 

当中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成18年3月31日現在 
科目 

 
注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％  ％ 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金  621,524  223,015  477,492  

２ 受取手形 ※4 377,872  112,627  322,370  

３ 売掛金  1,742,533  1,324,485  1,211,963  

４ たな卸資産  730,349  829,351  793,719  

５ その他 ※5 187,877  567,873  322,187  

貸倒引当金  △160  △300  △130  

流動資産合計  3,659,998 33.5 3,057,053 31.6 3,127,604 31.4 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※1       

(1) 建物及び構築物 ※2 2,060,283  1,956,727  1,980,695  

(2) 機械装置及び運搬具 ※6 2,619,071  2,219,380  2,284,577  

(3) 工具器具備品 ※6 217,246  204,138  202,178  

(4) 土地 ※2 758,514  758,514  758,514  

(5) 建設仮勘定  219,345  60,881  210,273  

有形固定資産合計  5,874,462 53.8 5,199,641 53.7 5,436,240 54.6 

２ 無形固定資産合計  21,416 0.2 210,288 2.2 19,768 0.2 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  340,187  315,992  393,720  

(2) 関係会社株式  796,057  673,767  673,767  

(3) その他  314,275  430,843  303,421  

貸倒引当金  △11  △2,571  △10  

投資損失引当金  △87,090  △209,200  －  

投資その他の資産合計  1,363,420 12.5 1,208,832 12.5 1,370,900 13.8 

固定資産合計  7,259,299 66.5 6,618,762 68.4 6,826,909 68.6 

資産合計  10,919,297 100.0 9,675,815 100.0 9,954,514 100.0 
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(単位：千円) 

前中間会計期間末 

平成17年9月30日現在 

当中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成18年3月31日現在 科目 注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％  ％ 
(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形  683,850  726,552  680,594  

２ 買掛金  258,246  500,471  153,312  

３ 短期借入金 ※2 952,550  794,686  932,828  

４ 賞与引当金  61,440  18,244  －  

５ 設備支払手形  368,436  87,827  87,179  

６ その他 ※5 346,458  333,049  392,549  

流動負債合計  2,670,982 24.4 2,460,831 25.5 2,246,464 22.5 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 ※2 3,057,672  2,581,371  2,725,652  

２ 退職給付引当金  124,830  136,745  127,694  

３ 役員退職慰労引当金  30,278  30,006  35,059  

４ 負ののれん  －  152,951  －  

５ その他  26,624  3,832  15,272  

固定負債合計  3,239,404 29.7 2,904,906 30.0 2,903,677 29.2 

負債合計  5,910,387 54.1 5,365,738 55.5 5,150,141 51.7 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金  1,594,256 14.6 －  1,594,256 16.0 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  1,862,176 －  1,862,176  

資本剰余金合計  1,862,176 17.0 －  1,862,176 18.7 

Ⅲ 利益剰余金        

 １ 利益準備金  26,750  －  26,750  

２ 任意積立金        

(1)特別償却準備金  120,816  －  120,816  

(2)別途積立金  1,380,750  －  1,380,750  

３ 中間(当期)未処理損失
(△)  △25,406  －  △259,737  

利益剰余金合計  1,502,910 13.8 －  1,268,579 12.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  49,896 0.5 －  79,689 0.8 

Ⅴ 自己株式  △329 △0.0 －  △329 △0.0 

資本合計  5,008,910 45.9 －  4,804,372 48.3 

負債及び資本合計  10,919,297 100.0 －  9,954,514 100.0 
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前中間会計期間末 

平成17年9月30日現在 

当中間会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成18年3月31日現在 科目 注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％  ％ 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

1.資本金  －  1,594,256 16.5 －  

2.資本剰余金        

資本準備金  －  1,862,176  －  

資本剰余金合計  －  1,862,176 19.2 －  

3.利益剰余金        

(1)利益準備金  －  26,750  －  

(2)その他利益剰余金        

特別償却準備金  －  70,054  －  

別途積立金  －  1,380,750  －  

繰越利益剰余金  －  △665,259  －  

利益剰余金合計  －  812,294 8.4 －  

4.自己株式  －  △329 △0.0 －  

株主資本合計  －  4,268,398 44.1 －  

Ⅱ 評価・換算差額等        

1.その他有価証券評価差額金  －  41,679  －  

評価・換算差額等合計  －  41,679 0.4 －  

純資産合計  －  4,310,077 44.5 －  

負債及び純資産合計  －  9,675,815 100.0 －  
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(2) 中間損益計算書 
 (単位：千円) 

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 

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 

科目 注記 
番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 
  ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  3,409,309 100.0 3,510,448 100.0 6,638,126 100.0 

Ⅱ 売上原価  2,938,139 86.2 3,259,083 92.8 5,808,115 87.5 

売上総利益  471,170 13.8 251,364 7.2 830,010 12.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費      

1 給与手当  120,820  91,090  233,060  

2 賞与  20,453  18,981  44,663  

3 賞与引当金繰入額  11,906  748  －  
4 役員退職慰労引当金

繰入額  4,637  －  9,418  

5 退職給付費用  1,147  4.185  5,736  

6 法定福利費  27,998  25,232  50,434  

7 旅費交通費  26,203  22,573  46,372  

8 減価償却費  31,309  30,410  63,731   

9 賃借料  21,702  21,691  41,912   

10 消耗品費  12,354  11,171  20,452   

11 租税公課  19,678  18,901  36,345   

12 運賃  54,045  69,559  123,765   

13 貸倒引当金繰入額  －  2,731  －   

14 研究開発費  151,300  122,083  287,926   

15 その他  174,592 678,151 19.9 205,789 645,150 18.4 337,993 1,301,815 19.6 

営業損失(△)    △206,980 △6.1  △393,785 △11.2 △471,805 △7.1 

Ⅳ 営業外収益      

1 受取利息  1,114  2,845  2,845 

2 受取配当金  5,216   6,139   5,756   

3 賃貸料収入  2,710   16,296   7,164   

4 保険料収入  42,191   －   59,858   

5 負ののれん償却額  －   2,558   －   

6 その他  20,204 71,436 2.1 26,350 54,190 1.5 62,385 138,009 2.1 

Ⅴ 営業外費用           

1 支払利息  21,410   24,996   47,914   

2 その他  1,920 23,330 0.7 6,382 31,378 0.9 392 48,307 0.8 

経常損失(△)    △158,874 △4.7  △370,974 △10.6  △382,102 △5.8 

Ⅵ 特別利益           

1 固定資産売却益 ※1 140   294   140   

2 貸倒引当金戻入益  1,033   －   1,064   
3 退職給付引当金 

戻入益  14,440   －   14,440   

4 役員退職慰労引当金
戻入益  －   4,103   －   

5 投資有価証券売却益  － 15,613 0.5 27,607 32,004 0.9 － 15,644 0.2 

Ⅶ 特別損失           

1 固定資産除却損 ※2 －   228   104   

2 関係会社株式評価損  －   －   35,200   
3 投資損失引当金 

繰入額  －   209,200   －   

4 投資有価証券売却損  912 912 0.0 － 209,428 5.9 912 36,216 0.5 

税引前中間(当期)純損失(△)   △144,173 △4.2  △548,398 △15.6  △402,674 △6.1 
法人税、住民税及び事業税  2,709   27,036   5,568   
法人税等調整額  △46,335 △43,625 △1.3 △119,149 △92,113 △2.6 △113,725 △108,157 △1.7 

中間(当期)純損失(△)    △100,547 △2.9  △456,284 △13.0  △294,516 △4.4 
前期繰越利益   75,141   －   75,141  
中間配当金  －  －   40,361  

中間(当期)未処理損失(△)    △25,406   －   △259,737  
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成 18 年 3月 31 日残高 1,594,256 1,862,176 1,862,176 

中間会計期間中の変動額    

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － － 

平成 18 年 9月 30 日残高 1,594,256 1,862,176 1,862,176 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 項目 

利益準備金 特別償却 

準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成 18 年 3月 31 日残高 26,750 120,816 1,380,750 △259,737 1,268,579 △329 4,724,683 

中間会計期間中の変動額        

特別償却準備金の 

取崩し(注) 
－ △50,762 － 50,762 － － － 

中間純損失 － － － △456,284 △456,284 － △456,284 

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ △50,762 － △405,522 △456,284 － △456,284 

平成 18 年 9月 30 日残高 26,750 70,054 1,380,750 △665,259 812,294 △329 4,268,398 

 

評価・換算差額等 
項目 

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 79,689 79,689 4,804,372 

中間会計期間中の変動額    

中間純損失 － － △456,284 

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) 

△38,009 △38,009 △38,009 

中間会計期間中の 

変動額合計 
△38,009 △38,009 △494,294 

平成 18 年 9月 30 日残高 41,679 41,679 4,310,077 

(注)平成 18 年 6月の定時総会における損失処理項目であります。 



 7 

 (4)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 

①子会社株式 
移動平均法による原価法 

②その他有価証券 
時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

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 

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料・ 
仕掛品 
移動平均法による原価法 

②貯蔵品 
最終仕入原価法 

(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 

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料・ 
仕掛品 
 同左 

②貯蔵品 
同左 

(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（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 

同左 

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料・ 
仕掛品 
同左 

②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

設備を除く。)については定

額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。 

(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

く定額法を採用しておりま

す。 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

３．引当金の計上基準 

 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

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。 

(2)賞与引当金 

従業員への賞与の支出に備

えるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

－ 
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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 

(3)退職給付引当金 

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、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。 

 

(追加情報) 

 当中間会計期間より退

職給付債務の算定方法を

簡便法から原則法に変更

しております。期首現在で

退職給付債務を計算した

結果発生した変更時差異

(14,440千円)については

全額を当中間会計期間の

特別利益に計上しており

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。 

(5)投資損失引当金 

関係会社への投資に係る

損失に備えるため当該会

社の財政状態等を勘案し

て必要額を計上しており

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、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、各期の発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の

一定の年数(10年)による

定額法によりそれぞれ発

生の翌期から費用処理す

ることとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 
 
 
 

(5)投資損失引当金 
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、当期末にお

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、各期の発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一

定の年数(10年)による定額

法によりそれぞれ発生の翌

期から費用処理することと

しております。 

 

(追加情報) 

 当事業年度より退職給

付債務の算定方法を簡便

法から原則法に変更して

おります。期首現在で退職

給付債務を計算した結果

発 生 し た 変 更 時 差 異

(14,440千円)については

全額を当事業年度の特別

利益に計上しております。 

 

(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)投資損失引当金 
－ 
 
 

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 
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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 

５．ヘッジ会計の方法 

    

 

 

 

 

 

 

 

                           

(1)ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処

理によっております。ただ

し、特例処理の要件を満た

している金利スワップに

ついては特例処理によっ

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 

当社は将来の金利市場に

おける金利上昇による変

動リスクを回避する目的

でデリバティブ取引を導

入しており、借入金の金利

変動リスクをヘッジして

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

の要件を満たしているた

め、有効性の判定を省略し

ております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

６．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 

 

(1)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方法によ

っております。 

(2)税効果会計に関する事項 

中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる利益処分による特別

償却準備金の積立て及び

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。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(2)税効果会計に関する事項 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 

 

－ 
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(5)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) 

「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)を当中間会計期間から適用してお
ります。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等に
関する会計基準等の一部改正) 

 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)並びに改正
後の「自己株式及び準備金の額の減少
等に関する会計基準」(企業会計基準
委員会 最終改正平成 18年 8月 11日 
企業会計基準第 1 号)及び「自己株式
及び準備金の額の減少等に関する会
計基準の適用指針」(企業会計基準委
員会 最終改正平成 18 年 8 月 11 日 
企業会計基準適用指針第 2 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4,310,077千円であり
ます。 

 

(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」 

(「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)を当事業年度から適用しておりま
す。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 
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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日現在 

当中間会計期間末 
平成18年 9月30日現在 

前事業年度末 
平成18年3月31日現在 

※1 有形固定資産減価償却累計額 
                   3,779,777千円 

※1 有形固定資産減価償却累計額 
                   4,716,916千円 

※1 有形固定資産減価償却累計額 
                   4,322,054千円 

※2 担保資産及び被担保債務 
担保に供している資産は､次のとお

りであります｡ 
建物       1,376,227千円 
土地                703,014千円 
計              2,079,241千円 

上記に対応する債務は次のとおり

であります。 
1年以内返済予定長期借入金 

840,630千円 
長期借入金        2,698,532千円 

計             3,539,162千円 
上記の他、被担保債務として関係会
社の金融機関からの借入金 
1,124,093千円があります。 
 

※2 担保資産及び被担保債務 
担保に供している資産は､次のとお

りであります｡ 
建物        1,320,616千円 
土地                703,014千円 
計              2,023,630千円 

上記に対応する債務は次のとおり

であります。 
1年以内返済予定長期借入金 

656,386千円 
長期借入金        2,222,146千円 

計             2,878,532千円 
上記の他、被担保債務として関係会
社の金融機関からの借入金 
1,836,738千円があります。 
 

※2 担保資産及び被担保債務 
担保に供している資産は､次のとお

りであります｡ 
建物       1,348,295千円 
土地                703,014千円 
計              2,051,309千円 

上記に対応する債務は次のとおり

であります。 
短期借入金           68,000千円 
1年以内返済予定長期借入金 

748,728千円 
長期借入金        2,416,652千円 

計             3,233,380千円 
上記の他、被担保債務として関係会
社の金融機関からの借入金 
1,660,922千円があります。 

※3 偶発債務 

(1)保証債務 
下記の会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり債務保証を

行っております。 
㈲プラグラ      25,258千円 
日本精機㈱            3,640千円 
岡本光学科技(蘇州)有限公司 

989,093千円 
新潟岡本硝子(株)  150,000千円 
計              1,167,991千円 

 

 

 

 

 (2)連帯債務 

柏崎工場新設工事を目的とする新

潟岡本硝子株式会社の日本政策投資

銀行からの借入金に係る連帯債務額

は400,000千円です。 

※3 偶発債務 

(1)保証債務 
下記の会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり債務保証を

行っております。 
㈲プラグラ      21,046千円 
日本精機㈱              520千円 
岡本光学科技(蘇州)有限公司 

902,898千円 
新潟岡本硝子(株)  1,133,260千円 
計              2,057,724千円 

 

岡本光学科技(蘇州)有限公司の延払

の機械購入代金51,720千円に対して、

債務保証を行っております。 

 (2)連帯債務 

柏崎工場新設工事を目的とする新

潟岡本硝子株式会社の日本政策投資

銀行からの借入金に係る連帯債務額

は1,000,000千円です。 

※3 偶発債務 

(1)保証債務 
下記の会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり債務保証を

行っております。 
㈲プラグラ      23,152千円 
日本精機㈱            2,080千円 
岡本光学科技(蘇州)有限公司 

1,070,922千円 
新潟岡本硝子(株)  670,000千円 
計              1,766,154千円 

  

 

 

 

(2)連帯債務 

柏崎工場新設工事を目的とする新

潟岡本硝子株式会社の日本政策投資

銀行からの借入金に係る連帯債務額

は1,000,000千円です。 

※4 受取手形割引高 
－ 

※5 消費税等の取扱い 
仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※6 圧縮記帳 
有形固定資産に係る国庫補助金の

受入れによる圧縮記帳累計額は、機

械及び装置280,818千円、工具器具

備品39,828千円、計320,646千円で

あります。  

※4 受取手形割引高 
202,219千円 

※5 消費税等の取扱い 
仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

※6 圧縮記帳 
有形固定資産に係る国庫補助金の

受入れによる圧縮記帳累計額は、機

械及び装置230,521千円、工具器具

備品39,828千円、計270,350千円で

あります。  

※4 受取手形割引高 
－ 

※5 消費税等の取扱い 

－ 
 
 

※6 圧縮記帳 
有形固定資産に係る国庫補助金の

受入れによる圧縮記帳累計額は、機

械及び装置280,818千円、工具器具

備品39,828千円、計320,646千円で

あります。 
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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 固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。 

  機械装置         140千円 

   

   

※2 － 

 

 

 

 

※1 固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。 

  機械装置         164千円 

  車両運搬具       130千円 

   計          294千円 

※2 固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。 

  工具器具備品       228千円 

  

※1 固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。 

  機械装置         140千円 

   

   

※2 固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。 

  機械装置          45千円 

  車両運搬具        58千円 

   計          104千円 

 

※3 減価償却実施額 
有形固定資産     491,407千円 
無形固定資産      3,626千円 

※3 減価償却実施額 
有形固定資産    407,421千円 
無形固定資産      3,624千円 

※3 減価償却実施額 
有形固定資産   1,035,665千円 

無形固定資産      7,418千円 

 

(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 

(単位:株) 

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 280 － － 280 
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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 

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 

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 

(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 

(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 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース

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 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末
残高 
相当額 

工具器具 
備品 

 ― 
千円 

 ― 
千円 

 ― 
千円 

車両 
運搬具 

  15,612
    千円 

   6,870
   千円 

  8,741
 千円 

ソフト 
ウエア 

  21,960
 千円 

  19,520
 千円 

  2,440
千円 

計   37,572
 千円 

  26,390
千円 

 11,181
千円 

(注) 同左 

 取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末
残高 
相当額 

工具器具 
備品 

 27,048
千円 

  2,568
千円 

 24,480
千円 

車両 
運搬具 

  15,612
    千円 

   9,993
   千円 

  5,618
 千円 

ソフト 
ウエア 

 ― 
千円 

 ― 
千円 

 ― 
千円 

計   42,660
 千円 

  12,561
千円 

 30,098
千円 

(注)取得価額相当額は、未経過リース

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い

ます。 

 取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

工具器具 
備品 

 ― 
千円 

 ― 
千円 

 ― 
千円 

車両 
運搬具 

 15,612
千円 

 8,432
千円 

 7,180
千円 

ソフト 
ウエア 

 21,960
千円 

 21,350
千円 

   610
千円 

計  37,572
千円 

 29,782
千円 

 7,790
千円 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額 

1年以内            5,562千円 

1年超          5,618千円 

計          11,181千円 

（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            7,661千円 

1年超         22,437千円 

計          30,098千円 

（注）同左 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

 

1年以内         3,732千円 

1年超           4,057千円 

計             7,790千円 

（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      3,391千円 

減価償却費相当額    3,391千円 

(3)支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料     4,175千円 

減価償却費相当額    4,175千円 

(3)支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料       6,782千円 

減価償却費相当額    6,782千円 

(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 

 



 14

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成 17 年 9 月 30 日現在) 

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 日現在) 

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(平成 18 年 3 月 31 日現在) 

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 372円26銭
 

１株当たり純資産額 320円32銭
 

１株当たり純資産額 357円06銭
 

１株当たり中間純損失 7円47銭
 

１株当たり中間純損失 33円91銭
 

１株当たり当期純損失 21円89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
が計上されている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、1株当たり中間純損失
が計上されているため記載しておりませ
ん。 
  

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、1株当たり当期純損失
が計上されているため記載しておりませ
ん。 

 
  
(注)算定上の基礎 
１株当たり中間(当期)純損失(△)  

 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(△) △100,547千円 △456,284千円 △294,516千円 

普通株式に係る中間(当期)純損
失(△)  

△100,547千円 △456,284千円 △294,516千円 

普通株式の期中平均株式数 13,455,533株 13,455,460株 13,455,497株 

 

 



 15

(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 

 

－ 

 

(ストックオプションの払込金額等の

決定) 

 平成18年６月24日開催の定時株主

総会および平成18年９月25日開催

の取締役会に基づくストックオプ

ション 

<当社取締役および監査役を対象とす

るストップオプション> 

1.新株予約権の発行日 

 平成18年10月2日 

2.新株予約権の発行数200個(新株予

約権1個につき普通株式100株) 

3.新株予約権の発行価額  無償 

4.新株予約権の目的たる株式の種類

及び数   普通株式20,000株 

5.新株予約権の行使に際しての払込

金額    1株につき339円 

6.新株予約権の行使により発行する

株式の発行価額の総額6,780,000円 

7.新株予約権の行使期間 

 平成20年7月1日から平成22年6月30

日まで 

8.新株予約権の行使により新株を発

行する場合の発行価額のうち資本

に組入れない額 1株につき169円 

9.新株予約権の割当対象者数 

 取締役8名、監査役3名 

<当社従業員および子会社従業員を対

象とするストップオプション> 

1.新株予約権の発行日 

  平成18年10月2日 

2.新株予約権の発行数800個(新株予

約権1個につき普通株式100株) 

3.新株予約権の発行価額  無償 

4.新株予約権の目的たる株式の種類

及び数   普通株式80,000株 

5.新株予約権の行使に際しての払込

金額    1株につき339円 

6.新株予約権の行使により発行する

株式の発行価額の総額27,120,000

円 

7.新株予約権の行使期間 

 平成20年7月1日から平成22年6月30

日まで 

8.新株予約権の行使により新株を発

行する場合の発行価額のうち資本

に組入れない額 1株につき169円 

9.新株予約権の割当対象者数 

 当社従業員220名、子会社従業員29

名 

(ストックオプションとして新株予

約権を発行) 

 当社は、平成18年６月24日開催の

定時株主総会において会社法第236

条、第238条及び第361条第1項第2号

及び第3号の規定に基づくストック

オプションとして当社の取締役及び

監査役と当社従業員等(当社の従業

員・顧問及び嘱託並びに子会社の役

職員。以下当社従業員等という)に対

する新株予約権の発行について決議

いたしました。これは取締役及び監

査役と当社従業員等の業績向上に対

する意欲や士気を高めるためのもの

であります。なお、ストックオプシ

ョンとして発行することから、新株

予約権の発行価額は無償としていま

す。 

 

 


