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 (財)財務会計基準機構会員  

平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要           平成 18 年 11 月 28 日 

上場会社 大同信号株式会社                  上場取引所 東証 

コード番号 6743                          本社所在都道府県 東京都 

（URL http://www.daido-signal.co.jp/） 

代    表    者 役職名 代表取締役社長     氏名 星屋 益男 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役     氏名 寺田  栄造       TEL（03）3754－1122 

決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 28 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)百万円未満切り捨て 

 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 7,233 10.7 421 67.3 395 62.2 

17 年 9 月中間期 6,531 4.2 251 65.2 243 67.2 

18 年 3 月期 15,387 794 724  
 

 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 243 449.0 13 63

17 年 9 月中間期 44 △46.3 2 48

18 年 3 月期 321 16 55

(注)①期中平均株式数 18 年 9月中間期 17,902,432 株 17年 9月中間期 17,923,462 株 18年 3月期 17,919,291 株 

②会計処理の方法の変更 有 

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 17,578 8,049 45.8 449 72 

17 年 9 月中間期 17,130 7,380 43.1 411 92 

18 年 3 月期 18,781 8,053 42.9 448 29 

(注)①期末発行済株式数  18 年 9 月中間期 17,899,392 株 17 年 9月中間期 17,916,916 株 18 年 3月期 17,909,446 株 

②期末自己株式数    18 年 9月中間期   118,608 株  17 年 9月中間期   101,084 株  18 年 3月期   108,554 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 15,500 750 430

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 22 円  63 銭 

 

３．配当状況 

 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年 3 月期 ― 7.00 7.00

19 年 3 月期（実績） ― ―

19 年 3 月期（予想） ― 7.00
7.00

 

※業績予想につきましては、本資料の発表日現在の入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な

不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。 



 2

中間財務諸表等 

 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     

 １．現金及び預金  1,844,440  2,360,666  1,120,590  

 ２．受取手形 ※５ 286,309  610,668  545,486  

 ３．売掛金  4,134,972  3,246,932  5,614,964  

 ４．たな卸資産  5,742,586  5,768,582  5,681,524  

 ５．その他  238,133  241,191  273,652  

   貸倒引当金  △448  ―  △622  

  流動資産合計   12,245,994 71.5 12,228,041 69.6  13,235,596 70.5

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産 ※1、2    

  (1)建物  1,097,926  1,042,990  1,064,190  

  (2)その他  582,136  588,447  605,377  

計  1,680,062 1,631,437  1,669,567 

 ２．無形固定資産  26,395 23,985  26,449 

 ３．投資その他の資産     

  (1)投資有価証券  2,922,243  3,437,753  3,594,101  

  (2)その他  256,068  257,531  255,857  

計  3,178,312  3,695,284  3,849,959  

  固定資産合計   4,884,770 28.5 5,350,707 30.4  5,545,976 29.5

  資産合計   17,130,765 100.0 17,578,749 100.0  18,781,573 100.0
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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     

 １．支払手形 ※５ 1,398,112  1,807,109   1,521,025   

 ２．買掛金  1,141,094  1,180,228   1,766,767   

 ３．短期借入金 ※２ 3,125,000  2,935,000   2,935,000   

 ４．一年以内に返済予定 

   の長期借入金 
※２ 172,297 

 
160,307   160,302 

  

 ５．未払法人税等  53,515  146,625   268,263   

 ６．未払費用  527,993  594,066   710,961   

 ７．前受金  1,006,264  336,000   841,554   

 ８．役員賞与引当金  ―  12,000   ―   

 ９．その他 ※４ 114,164  68,996   120,154   

  流動負債合計   7,538,442 44.0 7,240,332 41.2  8,324,028 44.3

Ⅱ 固定負債     

 １．長期借入金 ※２ 909,145  753,838   828,992   

 ２．退職給付引当金  1,190,368  1,251,279   1,208,467   

 ３．役員退職慰労引当金  75,817  89,917   91,038   

 ４．その他  36,587  193,621   275,401   

  固定負債合計   2,211,918 12.9 2,288,656 13.0  2,403,899 12.8

  負債合計   9,750,361 56.9 9,528,989 54.2  10,727,928 57.1
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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

（％）

(資本の部)     

Ⅰ 資本金    1,500,039 8.8 ― ―  1,500,039 8.0

Ⅱ 資本剰余金     

 １．資本準備金  1,233,716  ―   1,233,716  

    資本剰余金合計   1,233,716 7.2 ― ―  1,233,716 6.6

Ⅲ 利益剰余金     

 １．利益準備金  284,250  ―   284,250  

 ２．任意積立金  3,367,000  ―   3,367,000  

 ３．中間(当期)未処分利益  186,950  ―   464,013  

  利益剰余金合計   3,838,200 22.4 ― ―  4,115,263 21.9

Ⅳ  その他有価証券 

   評価差額金 

 
 834,425 4.9 ― ―  1,233,509 6.6

Ⅴ 自己株式   △ 25,978 △ 0.2 ― ―  △ 28,885 △ 0.2

  資本合計   7,380,404 43.1  ― ―  8,053,644 42.9

  負債・資本合計   17,130,765 100.0  ― ―  18,781,573 100.0

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本        

 １．資本金   ― ―  1,500,039 8.5  ― ― 

 ２．資本剰余金         

  (1)資本準備金  ―  1,233,716   ―  

  資本剰余金合計   ― ―  1,233,716 7.0  ― ― 

 ３．利益剰余金         

   (1)利益準備金  ―  284,250   ―  

   (2)その他利益剰余金         

  別途積立金  ―  3,537,000  ―  

  繰越利益剰余金  ―  387,602  ―  

 利益剰余金合計   ― ― 4,208,852 23.9  ― ― 

 ４．自己株式   ― ― △ 32,299 △ 0.1  ― ― 

 株主資本合計   ― ―  6,910,309 39.3  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 その他有価証券 

 評価差額金 

 
 ― ―  1,139,450 6.5  ― ― 

 評価・換算差額等合計   ― ―  1,139,450 6.5  ― ― 

 純資産合計   ― ―  8,049,759 45.8  ― ― 

 負債純資産合計   ― ―  17,578,749 100.0  ― ― 
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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   6,531,945 100.0 7,233,948 100.0  15,387,775 100.0

Ⅱ 売上原価   5,045,928 77.3 5,525,564 76.4  11,721,825 76.2

  売上総利益   1,486,017 22.7 1,708,383 23.6  3,665,949 23.8

Ⅲ 販売費及一般管理費   1,234,403 18.9 1,287,292 17.8  2,871,385 18.7

  営業利益   251,613 3.8 421,091 5.8  794,563 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  92,315 1.4 82,570 1.2  153,573 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  100,026 1.5 107,881 1.5  223,646 1.4

  経常利益   243,903 3.7 395,779 5.5  724,489 4.7

Ⅵ 特別利益 ※３  202 0.0 622 0.0  28 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  114,932 1.7 1,568 0.0  134,355 0.9

 税引前中間(当期)純利益   129,172 2.0 394,833 5.5  590,162 3.8

 法人税、住民税及び事業税  54,960 145,570  321,300 

 法人税等調整額  29,783 84,743 1.3 5,308 150,878 2.1 △52,629 268,671 1.7

 中間(当期)純利益   44,428 0.7 243,954 3.4  321,491 2.1

 前期繰越利益   142,522   142,522

 中間(当期)未処分利益   186,950   464,013
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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）                (単位 千円) 

 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

平成18年3月31日残高 1,500,039 1,233,716 284,250 3,367,000 464,013

中間会計期間中の変動額  

 自己株式の処分     

 剰余金の配当    △ 125,366

 利益処分による役員賞与    △  25,000

 別途積立金の積立   170,000 △  170,000

 中間純利益    243,954

中間会計期間中の変動額合計 ― ― ― 170,000 △  76,411

平成18年9月30日残高 1,500,039 1,233,716 284,250 3,537,000 387,602

 

 

 

（単位 千円） 

 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 △ 28,885 6,820,135 1,233,509 8,053,644

中間会計期間中の変動額  

 自己株式の処分 △  3,414 △   3,414  △   3,414

 剰余金の配当  △ 125,366  △ 125,366

 利益処分による役員賞与  △  25,000  △  25,000

 別途積立金の積立  ―  ― 

 中間純利益  243,954  243,954

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
― △ 94,058 △ 94,058

中間会計期間中の変動額合計 △  3,414 90,173 △ 94,058 △  3,885

平成18年9月30日残高 △  32,299 6,910,309 1,139,450 8,049,759
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  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製品・原材料 

移動平均法による原価法 

②仕掛品 

 個別法による原価法 

(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 

中間会計期間末日の市場価

格に基づく時価法（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） 

時価のないもの 

 同左 

(2)たな卸資産 

①製品・原材料 

同左 

②仕掛品 

 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 

期末日の市場価格に基づく

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製品・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 

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。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。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

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。ただし、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）

による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 
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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 

   債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につい

て、貸倒実績率により、回収

不能見込額を計上しており

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。 

   数理計算上の差異は各期

の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定率

法により按分した額をそれ

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 

   役員退職慰労金の支給に

備えるため、会社の内規に基

づく中間期末要支給額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

 

(2) 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当事業年

度における支給見込額に基づ

き、当中間会計期間に見合う分

を計上しております。 

（会計方針の変更） 

   当中間会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４号）を

適用しております。 

  この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益が、12,000千円

減少しております。 

(3) 退職給付引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

   同左 

(1) 貸倒引当金 

   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その

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)による定率法により

翌事業年度から費用処理す

ることとしております。 

 

 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支給に

備えるため、会社の内規に基

づく期末要支給額を計上し

ております。 
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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) 

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 

５  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 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

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。 

 これにより税引前中間純利益が114,561

千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。 

―――――― （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120,204

千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。 
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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) 

―――――― （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8,049,759千円であります。 

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。 

―――――― 

 

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） 

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「前受金」（前中間会計期間88,030千円）については、

負債及び資本合計額の100分の５超となったため、当中間会計期間

より区分掲記しております。 

―――――――― 
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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 有形固定資産の減価償却累計額 

3,787,175千円 

※２ 固定資産のうち借入金の担保に供し

ている資産及び担保に対する借入

金は次の通りであります。 

担保資産 担保に対する借入金 

区分 金額(千円) 区分 金額(千円) 

建物 
（うち財
団抵当） 

1,093,998 
(1,093,998) 

短期 
借入金 3,125,000 

機械装置 

(うち財

団抵当) 

340,228 

(340,228) 

一年以内に
返済予定の
長期借入金 

172,297 

工具器具 
備品 
(うち財
団抵当) 

181,826 

(181,826)   

土地 
(うち財
団抵当) 

13,288 

(13,288)   

投資有価 
証券 784,098 

長期 
借入金 909,145 

計 2,413,438 計 4,206,442 

 ３ 偶発債務 

    銀行借入金等に対する保証債務

で、保証先内訳は次のとおりであり

ます。 

     大同化工㈱       72,904千円 

     大同電器㈱       41,200千円 

     ―――――――――――――― 

       計           114,104千円 

※４ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等と仮受消費税等を相

殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※５     ―――――― 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,739,866千円

※２ 固定資産のうち借入金の担保に供し

ている資産及び担保に対する借入

金は次の通りであります。 

担保資産 担保に対する借入金 

区分 金額(千円) 区分 金額(千円)

建物 
（うち財
団抵当）

1,040,754
(1,040,754)

短期 
借入金 2,935,000

機械装置

(うち財

団抵当) 

330,833

(330,833)

一年以内に
返済予定の
長期借入金

160,307

工具器具
備品 
(うち財
団抵当) 

205,896

(205,896)  

土地 
(うち財
団抵当) 

13,288

(13,288)  

投資有価
証券 671,908

長期 
借入金 753,838

計 2,262,680 計 3,849,145

 ３ 偶発債務 

    銀行借入金等に対する保証債務

で、保証先内訳は次のとおりであり

ます。 

     大同化工㈱       33,556千円

     大同電器㈱       26,800千円

     ―――――――――――――― 

     計            60,356千円

※４ 消費税等の取扱い 

    同左 

 

 

※５ 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、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。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          42,783千円 

         支払手形         166,309千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,651,210千円

※２ 固定資産のうち借入金の担保に供し

ている資産及び担保に対する借入

金は次の通りであります。 

担保資産 担保に対する借入金 

区分 金額(千円) 区分 金額(千円)

建物 
（うち財
団抵当）

1,060,843 
(1,060,843) 

短期 
借入金 2,935,000

機械装置

(うち財

団抵当) 

347,371 

(347,371) 

一年以内に
返済予定の
長期借入金 

160,302

工具器具
備品 
(うち財
団抵当) 

205,201 

(205,201)  

土地 
(うち財
団抵当) 

13,288 

(13,288)  

投資有価
証券 671,908 

長期 
借入金 828,992

計 2,298,613 計 3,924,295

 ３ 偶発債務 

    銀行借入金等に対する保証債務

で、保証先内訳は次のとおりであり

ます。 

     大同化工㈱       62,896千円

     大同電器㈱       34,000千円

     ―――――――――――――― 

       計            96,896千円

※４     ―――――― 

 

 

 

※５     ―――――― 
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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 営業外収益の主要項目 

受取利息          303千円 

受取配当金      76,409千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       31,469千円 

たな卸資産廃却損  67,298千円 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入額      202千円 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損      370千円 

減損損失(注)   114,561千円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産    87,346千円 

無形固定資産     3,413千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息          160千円

受取配当金      71,892千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       30,257千円

たな卸資産廃却損  76,873千円

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入額      622千円

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損     1,568千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産   101,285千円

無形固定資産      3,766千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息            762千円

受取配当金      85,866千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       62,277千円

たな卸資産廃却損 158,980千円

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入額       28千円

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損    14,150千円

減損損失(注)   120,204千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産    191,203千円

無形固定資産     7,192千円

 

 

（注）減損損失 

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) 

※ 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 

(千円) 

遊休 土地 
福島県 

白河市 114,561 

計 114,561 

(経緯) 

上記の土地については、鉄道信号製品製造

工場建設予定地として取得しましたが、景気

の低迷による需要の落ち込み等により現在

は遊休資産としております。 

今後の利用計画も無く、地価も著しく下

落しているため、減損損失を認識いたしま

した。 

(グルーピングの方法) 

グルーピングについては、事業部門を基本

としております。将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産については個々の物件単位で

グルーピングしております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

正味売却価額、固定資産税評価基準 

―――――― ※ 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 

(千円) 

遊休 土地 
福島県 

白河市 114,561

遊休 土地 

福島県 

西白河郡 

西郷村 
5,642

計 120,204

(経緯) 

上記の土地については、工場建設予定地及

び保養施設用地として取得しましたが、景気

の低迷による需要の落ち込み等により現在

は遊休資産としております。 

今後の利用計画も無く、地価も著しく下

落しているため、減損損失を認識いたしま

した。 

(グルーピングの方法) 

グルーピングについては、事業部門を基本

としております。将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産については個々の物件単位で

グルーピングしております。 

(回収可能価額の算定方法等) 

正味売却価額、固定資産税評価基準 
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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 増加 減少 当中間会計期間末 

 普通株式(千株) 108 10 ― 118

  （変動事由の概要）自己株式の増加は、全て単元未満株式の買取によるものです。 

 

 

① リース取引関係 

   半期報告書についてもＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

② 有価証券関係 

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）及び前事業年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）において子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           411.92円 

１株当たり中間純利益           2.48円 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額           449.72円 

１株当たり中間純利益          13.63円 

同左 

１株当たり純資産額           448.29円 

１株当たり当期純利益          16.55円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

 

（注）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。       （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 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益  

 中間（当期）純利益 44,428 243,954 321,491

 普通株主に帰属しない金額 

 （利益処分による取締役賞与金） 

 

― 

 

― 25,000

 普通株式に係る中間（当期）純利益 44,428 243,954 296,491

 期中平均株式数（千株） 17,923 17,902 17,919

 

 

 

（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

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) 

該当事項はありません。 同左 同左 

 


