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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24日
  

上場会社名 株式会社ジャルコ 
ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ６８１２ 本社所在都道府県 
（ＵＲＬ http://www.jalco.co.jp/） 東京都 
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名  北 野  敬 之  
問い合わせ先責任者 役職名 経理財務部長   氏名 丸 山  一 ＴＥＬ ( 0 3 ) 3 7 2 0 - 5 1 8 1 
決算取締役会開催日      平 成 18年 11月 24日 配当支払開始日   － 
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 (百万円未満切捨て)

 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 3,228 (  14.3 ) △294 (     － ) △275 (     － )

17年９月中間期 2,823 ( △17.2 ) △387 (     － ) △365 (     － )

１ 8 年 ３月期 5,583  △782  △722  

 

 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 △268 (     － ) △29 . 76 

17年９月中間期 174 (     － ) 19 . 35 

１ 8 年 ３ 月 期 △485 △53 . 90 

(注) 1. 期中平均株式数  18年９月中間期 9,009,659株 17年９月中間期 9,011,651株 18年３月期 9,011,180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 7,682 3,480 45.3 386 . 31 

17年９月中間期 9,805 4,424 45.1 490 . 97 

１ 8 年 ３月期 7,894 3,748 47.5 416 . 00 

(注) 1. 期末発行済株式数 18年９月中間期 9,009,544株 17年９月中間期 9,011,165株 18年３月期 9,009,945株 

2. 期末自己株式数   18年９月中間期    10,456株 17年９月中間期     8,835株 18年３月期    10,055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 6,200 △490 △480 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  △53 円 28 銭 

 

3. 配当状況 

・現金配当 一株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

１ 8 年 ３月期 － － － 

１9年3月期(実績) － － 

１9年3月期(予想) － － 
－ 

注１．上記の予想前提条件その他の関連する事項については、添付資料の６ページを参照してください。 

注２．上記の予想数値は、現在入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績等は様々な

要因により変動いたしますのでご承知おき下さい。 
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〈添付資料〉 

1. 個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 (単位：千円未満切捨て) 

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）

期 別 

 

科 目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

【資産の部】  ％ ％  ％

流動資産   

現金及び預金  1,511,341 682,478 994,926 

受取手形  118,609 60,980 61,793 

売掛金  1,366,532 1,164,315 1,028,663 

たな卸資産  450,827 444,928 439,979 

短期貸付金  532,390 － 346,422 

繰延税金資産  53,886 － － 

その他  428,328 821,245 402,503 

貸倒引当金  △958 △789 △6,395 

流動資産合計  4,460,957 45.5 3,173,160 41.3 3,267,894 41.4

固定資産   

有形固定資産   

建物  1,519,339 1,346,367 1,382,321 

機械及び装置  102,690 62,308 66,107 

工具、器具及び備品  326,901 164,253 195,381 

土地  1,429,100 1,333,123 1,333,123 

その他  42,511 35,251 38,011 

有形固定資産合計  3,420,543 34.9 2,941,305 38.3 3,014,945 38.2

無形固定資産  16,713 0.2 13,731 0.2 16,068 0.2

投資その他の資産   

投資有価証券  656,305 585,913 584,455 

関係会社株式  898,919 903,819 881,214 

繰延税金資産  218,292 － － 

その他  134,033 64,071 129,505 

投資その他の資産合計  1,907,550 19.4 1,553,803 20.2 1,595,175 20.2

固定資産合計  5,344,807 54.5 4,508,840 58.7 4,626,190 58.6

資産合計  9,805,765 100.0 7,682,000 100.0 7,894,084 100.0
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 (単位：千円未満切捨て) 

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）

期 別 

 

科 目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

【負債の部】  ％ ％  ％

流動負債   

支払手形  507,349 520,749 290,172 

買掛金  453,917 456,964 410,882 

短期借入金  940,900 640,429 699,901 

投資有価証券未払金  500,000 － － 

未払法人税等  78,907 6,177 12,974 

賞与引当金  74,877 52,503 68,536 

設備等支払手形  67,146 － 1,614 

その他  226,725 156,408 183,134 

流動負債合計  2,849,824 29.1 1,833,232 23.9 1,667,215 21.1

固定負債   

長期借入金  1,977,000 1,582,500 1,710,800 

退職給付引当金  330,636 353,098 346,348 

役員退職慰労引当金  220,641 240,101 231,433 

繰延税金負債  － 180,917 178,874 

その他  3,483 11,657 11,300 

固定負債合計  2,531,760 25.8 2,368,274 30.8 2,478,756 31.4

負債合計  5,381,584 54.9 4,201,506 54.7 4,145,972 52.5

【資本の部】   

資本金  1,010,000 10.3 － － 1,010,000 12.8

資本剰余金   

資本準備金  1,269,000 － 1,269,000 

資本剰余金合計  1,269,000 12.9 － － 1,269,000 16.1

利益剰余金   

利益準備金  185,000 － 185,000 

任意積立金  1,767,230 － 1,767,230 

中間未処分利益又は 
当期未処理損失(△) 

 184,328 － △475,746 

利益剰余金合計  2,136,559 21.8 － － 1,476,484 18.7

その他有価証券評価差額金  11,049 0.1 － － △4,616 △0.1

自己株式  △2,427 △0.0 － － △2,756 △0.0

資本合計  4,424,180 45.1 － － 3,748,111 47.5

負債・資本合計  9,805,765 100.0 － － 7,894,084 100.0
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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）

前事業年度末 

（平成18年３月31日現在）

期 別 

 

科 目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

【純資産の部】   

株主資本   

資本金  － 1,010,000 13.2 － 

資本剰余金   

資本準備金  － 1,269,000 － 

資本剰余金合計  － － 1,269,000 16.5 － －

利益剰余金   

利益準備金  － 185,000 － 

その他利益剰余金   

建物圧縮積立金  － 246,263 － 

土地圧縮積立金  － 27,235 － 

別途積立金  － 1,010,000 － 

繰越利益剰余金  － △260,140 － 

利益剰余金合計  － － 1,208,357 15.7 － －

自己株式  － － △2,846 △0.0 － －

株主資本合計  － － 3,484,510 45.4 － －

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  － △4,016 － 

評価・換算差額等合計  － － △4,016 △0.1 － －

純資産合計  － － 3,480,494 45.3 － －

負債・純資産合計  － － 7,682,000 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書 (単位：千円未満切捨て) 

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 

期 別 

 

 

科 目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

  ％ ％  ％

売上高  2,823,647 100.0 3,228,509 100.0 5,583,786 100.0

売上原価  2,537,408 89.9 2,944,533 91.2 5,049,800 90.4

売上総利益  286,238 10.1 283,975 8.8 533,986 9.6

販売費及び一般管理費  673,773 23.8 577,990 17.9 1,316,901 23.6

営業損失  387,534 △13.7 294,015 △9.1 782,914 △14.0

営業外収益  63,087 2.2 62,652 1.9 140,237 2.5

営業外費用  41,310 1.5 44,288 1.3 79,677 1.4

経常損失  365,757 △13.0 275,650 △8.5 722,354 △12.9

特別利益  830,840 29.5 13,103 0.4 1,182,652 21.2

特別損失  67,202 2.4 － － 334,356 6.0

税引前中間（当期）純利益又は 
税引前中間純損失(△) 

 397,880 14.1 △262,547 △8.1 125,941 2.3

法人税、住民税及び事業税 80,051 2.8 3,537 0.1 9,589 0.2

法人税等調整額  143,483 5.1 2,042 0.1 602,080 10.8

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

 174,346 6.2 △268,126 △8.3 △485,728 △8.7

前期繰越利益  9,982 － 9,982 

中間未処分利益又は 
当期未処理損失(△) 

 184,328 － △475,746 
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(3) 中間株主資本等変動計算書 (単位：千円未満切捨て) 

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
建物圧縮
積立金 

土地圧縮
積立金 

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  1,010,000 1,269,000 185,000 27,230 1,740,000 △475,746 1,476,484

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の取崩(注)   △730,000 730,000 －

圧縮積立金の積立(注)   246,263 4  △246,267 －

中間純利益    △268,126 △268,126

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  － － － 246,263 4 △730,000 215,605 △268,126

平成18年9月30日 残高  1,010,000 1,269,000 185,000 246,263 27,235 1,010,000 △260,140 1,208,357

 

  

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

純資産
合計 

平成18年3月31日 残高  △2,756 3,752,728 △4,616 3,748,111

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の取崩(注)   － －

圧縮積立金の積立(注)   － －

中間純利益   △268,126 △268,126

自己株式の取得  △90 △90 △90

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額) 

  599 599

中間会計期間中の変動額合計  △90 △268,217 599 △267,617

平成18年9月30日 残高  △2,846 3,484,510 △4,016 3,480,494

 
(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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(3) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

① 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

総平均法による原価法を採用しております。 

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

は総平均法により算定）を採用しております。 

時価のないもの 

総平均法による原価法を採用しております。 

(2) たな卸資産 

製品、仕掛品、原材料 ･･････ 移動平均法による原価法によっております。 

貯 蔵 品 ････････････････ 最終仕入原価法による原価法によっております。 

 

② 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

建物（附属設備を除く）は定額法、建物以外については定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物        26～47年 

機械装置        12年 

工具、器具及び備品 ２～８年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

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

り償却を行っております。 

 

③ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

売上債権、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 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給対象期間基準による繰入限度額を基礎に、将

来の支給見込を加味して計上しております。 

(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) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 

 

④ 外貨建の資産及び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。 

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。 



－  － 
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⑥ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

当社の行っている金利スワップについては、特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用

しておりますので時価評価しておりません。なお借入金を返済したことによりヘッジ対象が消滅した金

利スワップについては、特例処理の条件を充たされなくなりましたので、時価評価をしております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

当社所定の社内承認手続きに基づき、金利変動リスクをヘッジしております。 

当中間会計期間にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 

ヘッジ手段･･･金利スワップ 

ヘッジ対象･･･借入金 

(3) 有効性評価の方法 

特例処理の条件が充たされている金利スワップは、有効性の評価を省略しております。 

 

⑦ 消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。なお、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。 

 

（中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更） 

（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摘用指針」（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3,480,494千円であります。 

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。 

 

（表示方法の変更） 

前中間会計期間まで区分掲記しておりました「短期貸付金」（当中間会計期間末の残高は371,870千円）は、

当中間会計期間末において資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示す

ることといたしました。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係）  (単位：千円未満切捨て)

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．有形固定資産減価償却累計額 １．有形固定資産減価償却累計額 １．有形固定資産減価償却累計額 

4,410,110 4,275,406 4,356,240

２．担保に供している資産 ２．担保に供している資産 ２．担保に供している資産 

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産 (1）担保提供資産 
 

建物 282,804 

有形固定資産のその他
（構築物） 

12,496 

機械及び装置 50,799 

工具、器具及び備品 1,923 

土地 1,389,736 

合計 1,737,761 
  

 
建物 1,339,442

有形固定資産のその他
（構築物） 

11,575

機械及び装置 45,113

工具、器具及び備品 1,457

土地 1,293,708

合計 2,691,297
  

 
建物 1,375,153

有形固定資産のその他
（構築物） 

12,021

機械及び装置 47,302

工具、器具及び備品 1,668

土地 1,293,708

合計 2,729,853
  

上記のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

上記のうち工場財団抵当に供してい

る資産 

上記のうち工場財団抵当に供してい

る資産 
 

建物 188,523 

有形固定資産のその他
（構築物） 

12,496 

機械及び装置 50,799 

工具、器具及び備品 1,923 

土地 132,009 

合計 385,753 
  

 
建物 177,993

有形固定資産のその他
（構築物） 

11,575

機械及び装置 45,113

工具、器具及び備品 1,457

土地 132,009

合計 368,149
  

 
建物 183,216

有形固定資産のその他
（構築物） 

12,021

機械及び装置 47,302

工具、器具及び備品 1,668

土地 132,009

合計 376,217
  

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 
 

短期借入金 50,000 

短期借入金(１年以内返

済予定の長期借入金) 
274,900 

長期借入金 1,772,000 

子会社への支払保証 78,288 

合計 2,175,188 
  

 
短期借入金 132,507

短期借入金(１年以内返

済予定の長期借入金) 
224,500

長期借入金 1,482,500

子会社への支払保証 59,760

合計 1,899,267
     

 
短期借入金(１年以内返

済予定の長期借入金) 
312,400

長期借入金 1,590,800

子会社への支払保証 70,224

合計 1,973,424

上記のうち工場財団抵当に対応する

債務 

子会社への支払保証 53,724

 担保資産に対応する債務の内、

工場財団分には根抵当権が設定さ

れており、上記長期借入金及び子

会社への支払保証に対するもので

あります。 

３．保証債務 

下記のとおり銀行借入に対し、保証

をしております。 

保証先 金額 

杭州佳路克電子有限
公司 

78,288 

(5,600千中国
人民元) 

  

３．保証債務 

下記のとおり銀行借入に対し、保証

をしております。 

保証先 金額 

杭州佳路克電子有限
公司 

59,760

(4,000千中国
人民元) 

  

３．保証債務 

次のとおり銀行借入に対し、保証を

しております。 

保証先 金額 

杭州佳路克電子有限
公司 

70,224

(4,800千中国
人民元) 

  
４．    ───── ４．中間会計期間末日満期手形 

中間会計期間末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期間の末日

が金融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理してお

ります。当中間会計期間末日満期手形

の金額は次のとおりであります。 

受取手形 7,597

支払手形 164,616
               

４．    ───── 



－  － 
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（中間損益計算書関係）  (単位：千円未満切捨て)

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．営業外収益のうち重要な項目 １．営業外収益のうち重要な項目 １．営業外収益のうち重要な項目 
 

受取利息 6,413 
  

 
受取利息 5,146

  

 
受取利息 13,936

  
２．営業外費用のうち重要な項目 ２．営業外費用のうち重要な項目 ２．営業外費用のうち重要な項目 
 

支払利息 35,212 
  

 
支払利息 32,207

  

 
支払利息 68,280

  
３．特別利益のうち重要な項目 ３．    ───── ３．特別利益のうち重要な項目 

 固定資産売却益 

土地売却益 876,857 

建物売却損 44,970 

有形固定資産のその他

（構築物）除却損 
1,046 

 差引 830,840 
  

  固定資産売却益  

土地売却益 1,205,763

建物売却損 66,783

有形固定資産のその他

（構築物）除却損 
1,156

 差引 1,137,822
 

投資有価証券売却益 44,829
  

４．特別損失のうち重要な項目 ４．    ───── ４．特別損失のうち重要な項目 
 

減損損失 67,202 
  

 
 

 

  
減損損失 320,770

  
５．減損損失 

当中間会計期間において、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。 

(1）減損損失を認識した資産 

場所 用途 種類 

新潟県十日町
市下平新田133
番地１号 

遊休不
動産 

土地及
び建物
等 

(2）資産のグルーピングの方法 

当社は、管理会計上の事業区分に

基づく工場及び賃貸事業の単位を

キャッシュ・フローを生み出す最小

の単位とし、本社等の全事業用資産

を共用資産としてグルーピングしま

した。また、遊休資産はそれぞれ独

立した資産としてグルーピングしま

した。 

(3）減損損失の認識に至った経緯 

新潟県十日町市下平新田の土地及

び建物等は、旧川西工場として使用

していましたが、十日町市明石町の

現新潟工場に集約した際に遊休状態

となり、将来の利用計画もなく、使

用価値が認められないと判断した

為、当該資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額67,202

千円を減損損失として特別損失に計

上しております。 

(4）減損損失の金額 

土地 20,510 

建物 46,085 

その他 606 

 合計 67,202 

(5）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、正味売却価額に

より測定しており、正味売却価額に

ついては不動産鑑定士による不動産

鑑定評価額から、処分費用見込額を

控除した金額によっております。 

５．    ───── ５．減損損失 

当期において、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。 

(1）減損損失を認識した資産 

場所 用途 種類 

新潟工場 

（新潟県十日

町市） 

機構部品事
業設備 
高周波部品
事業設備 

機械装置、
工具、器具
及び備品、
土地、建物
及 び 構 築
物、リース
資産 

旧川西工場 
（新潟県十日
町市） 

遊休不動産 
土地、建物
及び構築物

(2）資産のグルーピング方法 

当社は、管理会計上の事業区分に

基づく工場及び賃貸事業の単位を

キャッシュ・フローを生み出す最小

の単位とし、本社等の全事業用資産

を共用資産としてグルーピングしま

した。また、遊休資産はそれぞれ独

立した資産としてグルーピングしま

した。 

(3）減損損失の認識に至った経緯 

機構及び高周波部品事業について

は、事業計画を見直したところ、機

構部品事業においては縮小する方向

にあり、また、高周波部品事業にお

いては増加の兆しは見られるもの

の、海外工場への生産シフト等によ

り国内高周波部品工場における営業

活動から生ずるキャッシュ・フロー

が継続してマイナスであり、回復が

見込まれないこと及び主要資産が老

朽化していることから、当該資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額253,568千円を減損損

失として特別計上しております。 

 



－  － 
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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 

  新潟県十日町（旧川西町）の土地

及び建物等は、旧川西工場として使

用していましたが、十日町市の現新

潟工場に集約した際に遊休状態とな

り、将来の利用計画もなく、使用価

値が認められないと判断した為、当

該資産の帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額67,202千円を

減損損失として特別損失に計上して

おります 

(4）減損損失の金額 

機構部品事業設備 

機械及び装置 9,044

工具、器具及び備品 26,911

 合計 35,956
 

高周波部品事業設備 

建物 78,461

有形固定資産のその

他（構築物） 
1,134

機械及び装置 25,255

工具、器具及び備品 55,533

土地 49,351

リース資産 7,876

 合計 217,612
 

遊休資産 

建物 46,085

土地 20,510

有形固定資産のその

他（構築物） 
606

 合計 67,202
 
(5）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、正味売却価額に

より算定しており、土地及び建物等

の正味売却については不動産鑑定士

による不動産鑑定評価額から、処分

費用見込額を控除した金額によって

おります。 
 

６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 
 

有形固定資産 142,692 

無形固定資産 1,555 
  

 
有形固定資産 81,762

無形固定資産 2,337
  

 
有形固定資産 262,509

無形固定資産 3,561
  



－  － 
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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) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数
（千株） 

当中間会計期間増加
株式数(千株) 

当中間会計期間減少
株式数(千株) 

当中間会計期間末
株式数(千株) 

普通株式（注） 10 0 － 10

合計 10 0 － 10

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、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による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。 

 

 



（継続企業の前提） 

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 

─────  当社は平成17年３月期に５億61百

万円、平成18年３月期に７億82百万

円の営業損失を計上しており、当中

間会計期間においても２億94百万円

の営業損失となりました。当該状況

により継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。当社

は、この状況を改善すべく当事業年

度において「三ヵ年中期経営計画」

を作成し下記の諸施策を推進してお

ります。 

 

(1）最適地生産（消費地生産）によ

り物流費等の経費削減を図るとと

もに、新たに香港と深圳に拠点を

設立、海外の生産、営業及び開発

組織の再構築を行います。 

(2）この再構築により、新潟工場で

行なわれている業務を海外に移転

することで国内工場の合理化を図

り、製造労務費及び人件費の削減

を行います。 

(3）全製品の材料から組み立てまで

徹底したＶＡ／ＶＥを実施すると

ともに、付加価値の高い回路部品

の開発製造及びＡＶ以外の市場開

拓を行います。 

 

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような重要

な疑義の影響を中間財務諸表には反

映しておりません。 

───── 

－  － 
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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 490円97銭 

１株当たり中間純利益
金額 

19円35銭 

  

  
１株当たり純資産額 386円31銭

１株当たり中間純損失
金額 

29円76銭

  

  
１株当たり純資産額 416円00銭

１株当たり当期純損失
金額 

53円90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、潜在株

式が存在しない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

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

 

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

中間純利益又は中間（当期）純損失
（△）（千円） 

174,346 △268,126 △485,728 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間純利益又は普通株
式に係る中間（当期）純損失（△）
（千円） 

174,346 △268,126 △485,728 

期中平均株式数（千株） 9,011 9,009 9,011 

 
（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 
2. その他 

 該当事項はありません。 

－  － 
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