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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２２日 
 
上場会社名    パウダーテック株式会社        上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ５６９５               本社所在都道府県 千葉県 
（ＵＲＬ http://www.powder-tech.co.jp/ ） 

代    表    者  役職名 代表取締役社長       氏名  筋野  隆 
問合せ先責任者  役職名 常務取締役経営管理部長 氏名  廣川 由和  ＴＥＬ（０４）７１４５－５７５１ 
決算取締役会開催日  平成１８年１１月２２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             （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 

 
18年 9月中間期 

 17年 9月中間期 

百万円   ％ 

4,097 （ 13.3 ） 
3,615 （ 11.3 ） 

百万円   ％ 

359 （   98.0 ） 
181 （ △42.2 ） 

百万円   ％ 

370 （   98.3 ） 
186 （ △39.6 ） 

18年 3月期 7,540        316              325        
 

 
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   ％ 

204 （  106.4 ） 
98 （ △30.6 ） 

円  銭 

13  77  
6  67  

18年 3月期 194        12  54  
(注) ①期中平均株式数 18年9月中間期14,841,164株 17年9月中間期14,842,464株 18年3月期14,842,072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 

7,748   
7,731   

百万円 

4,608   
4,414   

％ 

59.5   
57.1   

円  銭 
310  55  
297  43  

  18年 3月期 7,595   4,483   59.0   301  58  
(注) ①期末発行済株式数 18年9月中間期 14,840,430株 17年9月中間期 14,841,930株 18年3月期 14,841,530株 
 ②期末自己株式数 18年9月中間期      9,570株 17年9月中間期      8,070株 18年3月期      8,470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 

8,000    
百万円 

600    
百万円 

320    
(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）  21円 56銭 
 
３．配当状況 
・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 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） ――― ――― ― 8.00 8.00 
 
 
※上記の予想につきましては、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、実際の業績等は今後様々
な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料
の 5ページを参照して下さい。 
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１ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

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           

現金及び預金   204,717   205,475   211,896  

受取手形 ※３  137,608   122,132   94,549  

売掛金   949,436   1,076,139   1,061,673  

たな卸資産   1,732,544   1,630,513   1,596,355  

その他   599,960   803,273   556,977  

貸倒引当金   △653   △866   △734  

流動資産合計   3,623,613 46.9  3,836,667 49.5  3,520,721 46.4 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※１          

建物   2,566,983   2,679,868   2,672,799  

構築物   410,705   459,835   447,945  

機械及び装置   4,441,825   4,600,341   4,550,177  

土地   997,131   997,131   997,131  

その他   593,267   412,285   368,658  

減価償却累計額   △5,547,083   △5,675,485   △5,608,963  

有形固定資産合計   3,462,829   3,473,976   3,427,747  

無形固定資産   11,464   2,132   6,794  

投資その他の資産           

投資有価証券   65,092   12,382   14,730  

関係会社株式   178,160   178,160   178,160  

繰延税金資産   322,399   203,814   393,049  

その他   69,214   42,368   54,944  

貸倒引当金   △811   △800   △805  

投資その他の資産 
合計 

  634,055   435,925   640,078  

固定資産合計   4,108,349 53.1  3,912,034 50.5  4,074,620 53.6 

資産合計   7,731,963 100.0  7,748,702 100.0  7,595,342 100.0 
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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           

支払手形 ※３  47,598   55,800   41,418  

買掛金   733,357   737,056   668,265  

短期借入金 ※１  1,290,000   1,350,000   1,485,000  

未払金   601,971   300,458   244,213  

未払法人税等   12,104   12,320   12,468  

賞与引当金   124,500   128,000   126,400  

子会社整理 
損失引当金 

  13,587   10,836   12,111  

設備関係支払手形 ※３  91,100   67,031   31,597  

その他   118,761   174,140   207,758  

流動負債合計   3,032,982 39.2  2,835,643 36.6  2,829,235 37.3 

Ⅱ 固定負債           

退職給付引当金   271,486   269,584   264,268  

役員退職慰労引当金   13,021   28,923   17,882  

環境対策引当金   ―   5,900   ―  

固定負債合計   284,507 3.7  304,407 3.9  282,150 3.7 

負債合計   3,317,490 42.9  3,140,050 40.5  3,111,385 41.0 

資本の部           

Ⅰ 資本金   1,557,000 20.1     1,557,000 20.5 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金   1,566,000 20.3     1,566,000 20.6 

Ⅲ 利益剰余金           

利益準備金   200,826      200,826  

任意積立金   700,000      700,000  

中間(当期)未処分 
利益   361,918      457,038  

利益剰余金合計   1,262,744 16.3     1,357,864 17.9 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金   30,810 0.4     5,352 0.0 

Ⅴ 自己株式   △2,081 △0.0     △2,260 △0.0 

資本合計   4,414,473 57.1     4,483,956 59.0 

負債及び資本合計   7,731,963 100.0     7,595,342 100.0 
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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 
(％) 

純資産の部           

Ⅰ 株主資本           

  資本金      1,557,000 20.1    

  資本剰余金           

  資本準備金      1,566,000     

資本剰余金合計      1,566,000 20.2    

  利益剰余金           

  利益準備金      200,826     

  その他利益剰余金           

任意積立金      700,000     

繰越利益剰余金      564,292     

利益剰余金合計      1,465,118 18.9    

  自己株式      △2,612 △0.0    

株主資本合計      4,585,506 59.2    

Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券 
  評価差額金      3,954     

  繰延ヘッジ損益      19,190     

評価・換算差額等 
合計 

     23,145 0.3    

純資産合計      4,608,651 59.5    

負債純資産合計      7,748,702 100.0    
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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   3,615,467 100.0  4,097,101 100.0  7,540,713 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,974,037 82.3  3,265,131 79.7  6,297,763 83.5 

売上総利益   641,429 17.7  831,970 20.3  1,242,949 16.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   459,912 12.7  472,643 11.5  926,268 12.3 

営業利益   181,516 5.0  359,326 8.8  316,681 4.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  35,647 1.0  55,329 1.4  83,800 1.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  30,407 0.8  44,408 1.1  75,463 1.0 

経常利益   186,757 5.2  370,248 9.0  325,018 4.3 

Ⅵ 特別利益   ―   ―   44,307 0.6 

Ⅴ 特別損失 ※３  13,906 0.4  22,231 0.5  31,822 0.4 

税引前中間(当期) 
純利益 

  172,850 4.8  348,016 8.5  337,504 4.5 

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,145   1,145   2,290   

法人税等調整額  72,709 73,854 2.1 142,568 143,713 3.5 141,097 143,387 1.9 

中間(当期)純利益   98,996 2.7  204,302 5.0  194,116 2.6 

前期繰越利益   262,922      262,922  

中間(当期) 
未処分利益   361,918      457,038  

           

 



 6 

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  
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(千円) 1,557,000 1,566,000 1,566,000 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当（注）    

 役員賞与（注）    

 中間純利益    

 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 
(千円) 

― ― ― 

平成18年９月30日残高(千円) 1,557,000 1,566,000 1,566,000 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
任意積立金 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(千円) 200,826 700,000 457,038 1,357,864 △2,260 4,478,604 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当（注）   △89,049 △89,049  △89,049 

 役員賞与（注）   △8,000 △8,000  △8,000 

 中間純利益   204,302 204,302  204,302 

 自己株式の取得     △351 △351 

 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) 

― ― 107,253 107,253 △351 106,902 

平成18年９月30日残高(千円) 200,826 700,000 564,292 1,465,118 △2,612 4,585,506 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 5,352 ― 5,352 4,483,956 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当（注）    △89,049 

 役員賞与（注）    △8,000 

 中間純利益    204,302 

 自己株式の取得    △351 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△1,398 19,190 17,792 17,792 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,398 19,190 17,792 124,694 

平成18年９月30日残高(千円) 3,954 19,190 23,145 4,608,651 

（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) たな卸資産 
  移動平均法による原価
基準によって評価してお

ります。 

(1) たな卸資産 
同左 

(1) たな卸資産 
同左 

 (2) 有価証券 
   子会社株式 
    移動平均法による

原価基準 
   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) 

(2) 有価証券 
   子会社株式 

同左 

 
   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) 

(2) 有価証券 
   子会社株式 

同左 

 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 

     期末決算日の市
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) 

     時価のないもの 
     移動平均法によ

る原価基準 

    時価のないもの 
同左 

    時価のないもの 
同左 

 (3) デリバティブ 
時価法によっておりま

す。 

(3) デリバティブ 
同左 

(3) デリバティブ 
同左 

２ 固定資産の減価償
却の方法 

(1) 有形固定資産 
  定率法を適用しており
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、定額法を採
用しております。 

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 
 建物     ５～38年 
 機械及び装置 ２～８年 

(1) 有形固定資産 
同左 

 

 
 
 

 
 

(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。 

(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 

  均等償却によっており
ます。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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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 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  売掛金、貸付金等債権
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
ついては個別に債権の回
収可能性を検討して計上
しております。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 賞与引当金 
  従業員に対して支給す
る賞与の支出にあてるた
め、支給見込額基準によ
り計上しております。 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
  従業員に対する賞与支
給見込額のうち、当期負
担額を当期の費用に計上
するため設定したもので
あり、支給見込額基準に
より計上しております。 

 (3) 子会社整理損失引当金 
  子会社の事業整理に伴
い負担することとなる損
失に備えるため、当該損
失見積額を計上しており
ます。 

(3) 子会社整理損失引当金 
同左 

(3) 子会社整理損失引当金 
同左 

 (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。 

(4) 退職給付引当金 
同左 

(4) 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。 

 (5) 役員退職慰労引当金 
  役員の退職慰労金の支
出に備えて、内規に基づ
く中間期末要支給額を計
上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 
同左 

(5) 役員退職慰労引当金 
  役員の退職慰労金の支
出に備えて、内規に基づ
く期末要支給額を計上し
ております。 

 ――――― (6) 環境対策引当金 
ＰＣＢ(ポリ塩化ビフ

ェニル)の処理が法定化
されたことに伴い、ＰＣ
Ｂ廃棄物の処理費用に
充てるため、見積額を計
上しております。 

――――― 

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。 

同左 ――――― 

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。 

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) 

６ ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理を採用

しております。 
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

将来のたな卸資産（主と
して原料）の購入に係る為
替相場の変動によるリス
クを回避する目的で、為替
予約取引を利用しており
ます。 
(3)ヘッジ方針 

ヘッジの手段であるデ
リバティブ取引は、実需の
範囲内で行う方針として
おります。 
(4)ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引について
は、ヘッジ対象の予定取引
と重要な条件がほぼ同じ
であり、ヘッジに高い有効
性があるとみなされるた
め、ヘッジの有効性の判定
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 
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 
同左 
 
 
 
 
 

(3)ヘッジ方針 
同左 
 
 
 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

７ 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、税抜き方式に
よっております。 

同左 同左 
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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。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 

――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 
当期から「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） 
 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4,589,460千円で
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。 
 前中間会計期間において流動負債
の「その他」に含めて表示しており

ました「繰延ヘッジ利益」は、当中
間会計期間から税効果調整後の金
額を「評価・換算差額等」の内訳科

目の「繰延ヘッジ損益」として表示
しております。 
 なお、前中間会計期間の繰延ヘッ

ジ利益について、当中間会計期間と
同様の方法によった場合の金額は
19,423千円であります。 

―――――――― 
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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 有形固定資産のうち334,478

千円は、短期借入金1,000千円の
財団抵当に供されております。 

※１ 有形固定資産のうち313,326

千円は、短期借入金1,000千円の
財団抵当に供されております。 

※１ 有形固定資産のうち322,519

千円は、短期借入金1,000 千円
の財団抵当に供されておりま
す。 

 ２ 債権流動化に伴う買戻義務 

             38,296千円 

 ２ 債権流動化に伴う買戻義務 

             57,747千円 

２ 債権流動化に伴う買戻義務 

         93,744千円 
――――――――― ※３ 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 398千円 
支払手形 7,865千円 

設備関係支払手形 26,955千円 
 

――――――――― 
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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 営業外収益のうち、主要なも
のは次のとおりであります。 
受取利息 1,049千円 

為替差益 7,997千円 
不動産賃貸料 16,485千円 
試作品売却益 3,551千円 

 

※１ 営業外収益のうち、主要なも
のは次のとおりであります。 
受取利息 1,900千円 

為替差益 10,916千円 
不動産賃貸料 16,485千円 
試作品売却益 16,446千円 

 

※１ 営業外収益のうち、主要なも
のは次のとおりであります。 
受取利息 1,907千円 

為替差益 21,496千円 
不動産賃貸料 32,971千円 

試作品売却益 14,509千円 
 

※２ 営業外費用のうち、主要なも
のは次のとおりであります。 
支払利息 4,766千円 

減価償却費 9,681千円 
 

※２ 営業外費用のうち、主要なも
のは次のとおりであります。 
支払利息 4,989千円 

減価償却費 8,704千円 
たな卸資産処分
損 

14,026千円 
 

※２ 営業外費用のうち、主要なも
のは次のとおりであります。 
支払利息 8,835千円 

減価償却費 19,353千円 
たな卸資産処分
損 

9,688千円 
 

※３ 特別損失のうち主要なものは
次のとおりであります。 
固定資産処分損 13,906千円 

固定資産処分損の内訳 
 建物 989千円 
 構築物 1,270 

 機械及び装置 11,291 
 その他 355 

計 13,906千円 
 

※３ 特別損失のうち主要なものは
次のとおりであります。 
固定資産処分損 16,331千円 

固定資産処分損の内訳 
 建物 1,055千円 
 機械及び装置 15,104 

 その他 171 

計 16,331千円 
 

※３ 特別損失のうち主要なものは
次のとおりであります。 
固定資産処分損 30,267千円 

固定資産処分損の内訳 
 建物 2,999千円 
 構築物 3,918 

 機械及び装置 22,444 
 その他 904 

 計 30,267千円 
 

 環境対策引当金

繰入 
5,900千円 

 

子会社整理損失

引当金繰入 
1,554千円 

 
４ 減価償却費は次のとおりであ
ります。 

(1) 有形固定資産 135,876千円 
(2) 無形固定資産 4,669千円 

 

４ 減価償却費は次のとおりであ
ります。 

(1) 有形固定資産 162,238千円 
(2) 無形固定資産 4,662千円 

 

４ 減価償却費は次のとおりであ
ります。 

(1) 有形固定資産 306,818千円 
(2) 無形固定資産 9,338千円 
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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） 8,470 1,100 ― 9,570 
 
（変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  1,100株 
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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・リース取引に係る注記 
 
(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・リース取引に係る注記 
１．借主側 
(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・リース取引に係る注記 
１．借主側 
(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 

 
機械及 
び装置 
(千円) 

 その他 
(千円) 

 合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

2,017,139 65,339 2,082,478 

減価償却 
累計額 
相当額 

406,454 26,097 432,551 

中間期末 
残高 
相当額 

1,610,685 39,242 1,649,927 

 

 
機械及 
び装置 
(千円) 

 その他 
(千円) 

 合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

2,597,618  50,042 2,647,660 

減価償却 
累計額 
相当額 

814,544 
 
28,958 843,503 

中間期末 
残高 
相当額 

1,783,074 
 
21,083 1,804,157 

 

 
機械及 
び装置 
(千円) 

 その他 
(千円) 

 合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

2,558,623 54,708 2,613,332 

減価償却 
累計額 
相当額 

601,827 28,687 630,515 

期末残高 
相当額 

1,956,796 26,020 1,982,817 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年内 333,147千円 
１年超 1,333,482千円 
合計 1,666,629千円 

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年内 588,571千円 
１年超 1,323,917千円 
合計 1,912,489千円 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 435,548千円 
１年超 1,642,138千円 
合計 2,077,687千円 

 
(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 
支払リース料 116,317千円 
減価償却費相当額 102,609千円 
支払利息相当額 15,375千円 

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 
支払リース料 239,828千円 
減価償却費相当額 217,654千円 
支払利息相当額 25,722千円 

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 
支払リース料 336,294千円 
減価償却費相当額 301,529千円 
支払利息相当額 41,745千円 

 
(4) 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 
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。 

利息相当額の算定方法 
 リース料総額とリース物件
の取得価額相当額の差額を利
息相当額とし、各期への配分
方法については、利息法によ
っております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 

  同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 

  同左 

 ２．貸主側 
  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 12,158千円 
１年超 70,919千円 
合計 83,078千円 

 

２．貸主側 
  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 10,043千円 
１年超 63,123千円 
合計 73,166千円 

 
 （注）上記はすべて転貸リース取引に

係る貸主側の未経過リース料期末
残高相当額であります。 

   なお、当該転貸リース取引はお
おむね同一の条件で第三者にリー
スしているのでほぼ同額の残高が
上記の借主側の未経過リース料期
末残高相当額に含まれておりま
す。 

（注） 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) 

オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 
１年内 2,084千円 
１年超 5,655千円 
合計 7,740千円 

 

オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 
１年内 1,740千円 
１年超 4,495千円 
合計 6,235千円 

 

オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 
１年内 1,588千円 
１年超 4,866千円 
合計 6,455千円 

  
 

(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) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 
 
(企業結合等関係) 

 

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） 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

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株当たり純資産額 297円43銭 310円55銭 301円58銭 

１株当たり中間(当期) 
純利益 

6円67銭 13円77銭 12円54銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(注) 潜在株式調整後１株
当たり中間純利益につ
いては、潜在株式がな
いため記載しておりま
せん。 

(注) 潜在株式調整後１株
当たり中間純利益につ
いては、潜在株式がな
いため記載しておりま
せん。 

(注) 潜在株式調整後１株
当たり当期純利益につ
いては、潜在株式がな
いため記載しておりま
せん。 

  

（追加情報） 
 当中間会計期間から、改
正後の「１株当たり当期純
利益に関する会計基準」
(企業会計基準委員会 最
終改正平成18年１月31日 
企業会計基準第２号)及び
「１株当たり当期純利益
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１
月31日企業会計基準適用
指針第４号)を適用してお
ります。 
 なお、前中間会計期間と
同様の方法により算定し
た当中間会計期間の１株
当たり純資産額は、309円
25銭となります。 

 

（注）算定上の基礎 
 
 １．１株当たり純資産額 

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) 

中間貸借対照表の 

純資産の部の合計額（千円） 
― 4,608,651 ― 

普通株式に係る純資産額（千円） ― 4,608,651 ― 

普通株式の発行済株式数（株） ― 14,850,000 ― 

普通株式の自己株式数（株） ― 9,570 ― 

１株当たり純資産の算定に用いられた 

普通株式の数（株） 
― 14,840,430 ― 
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２．１株当たり中間（当期）純利益 

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) 

中間損益計算書上の 

中間（当期）純利益（千円） 
98,996 204,302 194,116 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

98,996 204,302 186,116 

普通株主に帰属しない金額の内訳
（千円） 

   

 利益処分による役員賞与金 ― ― 8,000 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 8,000 

普通株式の期中平均株式数（株） 14,842,464 14,841,164 14,842,072 

 

 
以 上 


