
平成１９年３月期　　個別中間財務諸表の概要

株式会社セタ 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

本社所在都道府県 東京都

（ＵＲＬ　http://www.seta.co.jp）

役職名 代表取締役社長 氏名 河合　宏昌

役職名 管理部長 氏名 高橋　勇武 ＴＥＬ （０３）３５９９－２５２０

決算取締役会開催日 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 (記載金額は、表示単位未満切捨）

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 （ ） （ ） （ ）

１８年３月期

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 （ ）

１８年３月期

(注)①期中平均株式数　　18年９月中間期 13,186,034株　 17年９月中間期 9,757,567株　 18年３月期  9,898,421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

１７年９月中間期

１８年３月期

(注)①期末発行済株式数　18年９月中間期 13,184,880株　 17年９月中間期 9,757,540株　 18年３月期 13,186,380株

　　②期末自己株式数　　18年９月中間期      5,570株　 17年９月中間期     3,910株　 18年３月期      4,070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）

百万円 百万円 百万円

通　　　　　期

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）　47 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

１８年３月期

１９年３月期(実績)

１９年３月期(予想)

　業績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、実際の業績は、今後

起こりうる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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１　中間財務諸表等

　（1）中間貸借対照表

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 126,895 278,296 547,379

      受取手形 ※４ 23,852 92,363 73,011

      売掛金 235,368 2,475,598 1,004,674

      たな卸資産 2,141,383 1,494,726 2,026,459

      その他 ※３ 111,953 48,146 181,002

      貸倒引当金 △17,696 △24,885 △18,561

    流動資産合計 2,621,757 79.8 4,364,246 84.3 3,813,966 85.4

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

        建物 45,811 44,351 45,760

　　　　工具器具備品 184,565 41,695 104,212

　　　　貸与機器 － 63,707 118,697

　　　　土地 118,433 118,433 118,433

　　　　その他 826 － －

　　　有形固定資産合計 349,636 10.6 268,187 5.2 387,103 8.6

　２　無形固定資産

　　　　営業権 114,032 － 97,742

        のれん － 8,235 －

　　　　ソフトウェア 123,439 2,302 92,131

　　　　その他 1,333 1,333 1,333

　　　無形固定資産合計 238,805 7.3 11,871 0.2 191,207 4.3

　３　投資その他の資産

　　　　投資有価証券 9,958 6,921 8,103

　　　　延滞債権 ※２ 96,055 86,055 96,055

　　　　差入保証金 47,325 510,970 48,393

　　　　長期未収入金 77,456 34,597 44,976

　　　　その他 5,101 9,251 9,251

　　　　貸倒引当金 △167,474 △120,652 △141,031

　　　投資その他の資産
　　　合計

68,421 2.1 527,142 10.2 65,748 1.5

　　固定資産合計 656,863 20.0 807,201 15.6 644,058 14.4

Ⅱ　繰延資産

　　　新株発行費 － 3,106 4,142

　　　社債発行費 6,137 3,200 4,266

　　繰延資産合計 6,137 0.2 6,306 0.1 8,408 0.2

　　資産合計 3,284,757 100.0 5,177,754 100.0 4,466,433 100.0

平成17年９月30日 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

当中間会計期間末前中間会計期間末
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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 283,008 76,758 326,172

　　　買掛金 415,918 816,659 421,877

　　　一年内償還予定
　　　社債

100,000 100,000 100,000

　　　短期借入金 1,400,000 1,715,100 1,800,000

　　　一年内返済予定
　　　長期借入金

78,000 100,000 101,500

　　　未払金 74,586 28,175 57,594

　　　未払法人税等 7,860 20,585 17,916

　　　前受金 765 765 765

　　　賞与引当金 12,116 28,250 14,015

　　　その他 ※３ 33,137 184,065 31,279

　　流動負債合計 2,405,392 73.2 3,070,360 59.3 2,871,120 64.3

Ⅱ　固定負債

　　　社債 400,000 300,000 350,000

　　　長期借入金 225,000 125,000 175,000

　　　繰延税金負債 1,931 2,404 2,885

　　　その他 － 87,600 30,000

　　固定負債合計 626,931 19.1 515,004 9.9 557,885 12.5

　　負債合計 3,032,323 92.3 3,585,364 69.2 3,429,005 76.8

平成17年９月30日 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

当中間会計期間末前中間会計期間末
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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 1,894,975 57.7 － － 2,495,050 55.8

Ⅱ　資本剰余金

　１　資本準備金 2,222,205 － 2,822,280

　　資本剰余金合計 2,222,205 67.7 － － 2,822,280 63.2

Ⅲ　利益剰余金

　１　利益準備金 28,000 － 28,000

　２　中間(当期)
　　　未処理損失

3,892,367 － 4,308,848

　　利益剰余金合計 △3,864,367 △117.7 － － △4,280,848 △95.8

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

2,815 0.1 － － 4,205 0.1

Ⅴ　自己株式 △3,193 △0.1 － － △3,259 △0.1

　　資本合計 252,433 7.7 － － 1,037,428 23.2

　　負債・資本合計 3,284,757 100.0 － － 4,466,433 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － － 2,495,050 48.2 － －

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 － 2,822,280 －

　　　資本剰余金合計 － － 2,822,280 54.5 － －

　３　利益剰余金

　  (1) 利益準備金 － 28,000 －

　  (2) その他
　　　　利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 － △3,752,773 －

　　　利益剰余金合計 － － △3,724,773 △71.9 － －

　４　自己株式 － － △3,671 △0.1 － －

　　株主資本合計 － － 1,588,885 30.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

－ － 3,504 0.1 － －

　　評価・換算差額等
　　合計

－ － 3,504 0.1 － －

　　純資産合計 － － 1,592,389 30.8 － －

　　負債・純資産合計 － － 5,177,754 100.0 － －

平成17年９月30日 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

当中間会計期間末前中間会計期間末
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前中間会計期間 当中間会計期間

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30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 763,592 100.0 3,261,954 100.0 2,621,176 100.0

Ⅱ　売上原価 665,938 87.2 2,050,134 62.8 2,270,046 86.6

　　　売上総利益 97,653 12.8 1,211,820 37.2 351,130 13.4

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

539,219 70.6 569,864 17.5 1,083,935 41.4

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

△441,565 △57.8 641,955 19.7 △732,804 △28.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 4,431 0.6 5,378 0.1 8,123 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 16,444 2.2 20,457 0.6 40,016 1.5

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

△453,578 △59.4 626,876 19.2 △764,696 △29.2

Ⅵ　特別利益 ※３ － － 20,379 0.6 26,442 1.0

Ⅶ　特別損失
※４
※５

514,050 67.3 84,482 2.6 637,374 24.3

　　  税引前中間純利益
　　　又は税引前中間
　　　(当期)純損失(△)

△967,629 △126.7 562,772 17.2 △1,375,628 △52.5

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

1,145 6,698 9,626

　　　法人税等調整額 20,907 22,052 2.9 － 6,698 0.2 20,907 30,534 1.1

　　　中間純利益又は
　　　中間(当期)
　　　純損失(△)

△989,682 △129.6 556,074 17.0 △1,406,163 △53.6

　　　前期繰越損失 2,902,684 － 2,902,684

　　　中間(当期)
　　　未処理損失

3,892,367 － 4,308,848

前事業年度の
要約損益計算書
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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 評価・換算差額等

資本剰余金 利益剰余金

その他利
益剰余金

繰越
利益

剰余金

平成18年３月31日
残高（千円）

2,495,050 2,822,280 2,822,280 28,000 △4,308,848 △4,280,848 △3,259 1,033,222 4,205 4,205 1,037,428

中間会計期間中
の変動額

　中間純利益 556,074 556,074 556,074 556,074

　自己株式の取得 △411 △411 △411

　株主資本以外の
　項目の当期変動
　額（純額）

△701 △701 △701

中間会計期間中の
変動額合計
（千円）

－ － － － 556,074 556,074 △411 555,663 △701 △701 554,961

平成18年９月30日
残高（千円）

2,495,050 2,822,280 2,822,280 28,000 △3,752,773 △3,724,773 △3,671 1,588,885 3,504 3,504 1,592,389

純資産
合計資本金 自己株式

株主資本
合計利益

準備金

利益
剰余金
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・
換算

差額等
合計
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　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 当中間会計期間 前事業年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

　当社は、当中間会計期間において、 　当社は、当中間連結会計期間にお 　当社は、当事業年度において、

441 百万円の営業損失を計上し、中 いて、641 百万円の営業利益を計上 732 百万円の営業損失を計上し、連

間連結財務諸表に記載のとおり連結 いたしましたが、連結財務諸表に記 結財務諸表に記載のとおり連結営業

営業キャッシュ・フローについても 載のとり営業キャッシュ・フローに　 キャッシュ・フローについても前連

前連結会計年度のマイナス計上に引 おいては、マイナス113百万円と前 結会計年度のマイナス計上に引き続

き続き当中間連結会計期間もマイナ 期より大幅に改善したものの引続き き当連結会計年度もマイナスとなっ

スとなっており、継続企業の前提に マイナスとなっており、継続企業の ており、継続企業の前提に関する重

重要な疑義を抱かせる事象又は状況 前提に重要な疑義抱かせる事象又は 要な疑義を抱かせる事象又は状況が

に該当します。 状況が存在しています。 存在しています。

　当社は、本年第２四半期より遊技 当期における営業状況は、当社の主 　当社は、当事業年度第２四半期よ

場向けプリペイドカードシステムの 力商品である、遊技ホール向多機能 り遊技場向けプリペイドカードシス

直販体制を整備するとともに、紙幣 型ＩＣカードシステム導入の積極的 テムの直販体制を整備するとともに、

収納型カードユニットの機能充実を な受注活動の結果、当社加盟店舗数 紙幣収納型カードユニットの機能充

はかるため抜本的改良を実施し、第 も前期末の１５８店舗から当中間期 実をはかるため抜本的改良を実施し、

３四半期以降市場導入することとい 末で２１７店舗へと増加し、順調な 第３四半期以降市場導入いたしまし

たしました。 販売活動を実施しております。 た。

　この改良した製品を中心に、下期 　又、通信機器関連事業においても、 　この改良した製品を中心に、来期

は積極的な受注活動を行うことによ BaMBoo Link をプラットフォームと は積極的な受注活動を行うことによ

り、売上高、営業利益を確保し、更 する企業向けコンピューター・テレ り、売上高、営業利益を確保し、更

に購買・製造管理体制の強化を親会 フォニー・インテグレーションシス に購買・製造管理体制の強化を親会

社であるアルゼ㈱の協力を得て、よ テムを親会社であるアルゼ㈱に納入 社であるアルゼ㈱の協力を得て推進

り一層のコストダウンを実現するこ し、大きく売上・利益の拡大を図っ し、より一層のコストダウンを実現

とにより、収益力の向上とキャッ ております。 することで収益力の向上とキャッ

シュ・フローの改善を図ってまいり 　連結財務諸表は、継続企業を前提 シュ・フローの改善を図ってまいり

ます。 として作成されており、このような ます。

　通信機器関連事業においても 重要な疑義の影響を連結財務諸表に 　通信機器関連事業においても

BaMBoo Link 関連製品の開発活動が は反映しておりません。 BaMBoo Link 関連製品の開発活動が

一巡し、下期より販売活動を本格化 一巡し、来期より販売活動を本格化

することによる業績の改善を計画し することによる業績の改善を計画し

ております。 ております。

　また、当社の親会社であるアルゼ 　また、当社の親会社であるアルゼ

㈱からは、当社の業績改善のために ㈱からは、当社の業績改善のために

必要な支援をする旨の了解を頂いて 必要な支援をする旨の了解を頂いて

おります。 おり、平成18年３月にはアルゼ㈱よ

　中間財務諸表は、継続企業を前提 り12億円の第三者割当増資を受け、

として作成されており、このような 財務内容を強化しております。

重要な疑義の影響を中間財務諸表に 　財務諸表は、継続企業を前提とし

反映しておりません。 て作成されており、このような重要

な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。

 

 

 

 

 

 

 － 7 －



　中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

１　資産の評価基準 (1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券

  　及び評価方法  　子会社株式及び関連会社株  　子会社株式及び関連会社株  　子会社株式及び関連会社株

   式    式    式

     移動平均法による原価法 同左 同左

   によっております。

   その他有価証券    その他有価証券    その他有価証券

　   時価のあるもの 　   時価のあるもの 　   時価のあるもの

　　   中間決算日の市場価格 　　   中間決算日の市場価格 　　   決算日の市場価格等に

　　 等に基づく時価法（評価 　　 等に基づく時価法（評価 　　 基づく時価法（評価差額

　   差額は部分資本直入法に 　   差額は部分純資産直入法 　   は部分資本直入法により

　   より処理し、売却原価は 　   により処理し、売却原価 　   処理し、売却原価は移動

　   移動平均法により算定） 　   は移動平均法により算定) 　   平均法により算定）に

　　 によっております。 　　 によっております。 　　 よっております。

　   時価のないもの 　   時価のないもの 　   時価のないもの

　　   移動平均法による原価 同左 同左

　   法によっております。

(2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産

   製品・原材料    製品・原材料    製品・原材料

　　 総平均法による原価法に 同左 同左

　 よっております。

   仕掛品    仕掛品    仕掛品

　　 個別法による原価法によ 同左 同左

　 っております。

２　固定資産の減価 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産

　　償却の方法 　 　定率法によっておりま 　 　定率法によっておりま 　 　定率法によっておりま

　 す。 　 す。 　 す。

　 　なお、主な耐用年数は以 　 　なお、主な耐用年数は以 　 　なお、主な耐用年数は以

 　下のとおりであります。  　下のとおりであります。  　下のとおりであります。

　 　建物及び構築物 　 　建物及び構築物 　 　建物及び構築物

　　　　　　　　　 10～47年 　　　　　　　　　 10～47年 　　　　　　　　　 10～47年

　　 機械装置及び運搬具 　 　工具器具備品 　　 機械装置及び運搬具

　　　　　　　　　　　 ４年 　　 及び貸与機器 　　　　　　　　　　　 ４年

　 　工具器具備品 　　　　　　　　　 ２～15年 　 　工具器具備品

　　　　　　　　　 ２～15年 　　 及び貸与機器

　　　　　　　　　 ２～15年

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産

　 　定額法によっておりま 同左 同左

　 す。

　 　なお、自社利用ソフトウ

 　ェアについては社内におけ

 　る利用可能期間（３年又は

 　５年）に基づく定額法によ

 　っております。

(3)長期前払費用 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用

　 　定額法によっておりま 同左 同左

　 す。

　 　なお、償却期間について

 　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。

項目
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

３　繰延資産の処理 (1)　　―――――――― (1)新株発行費 (1)新株発行費

　　方法      ３年間で均等償却してお 　   商法施行規則に規定する

　 ります。    最長期間（３年間）で均等

   償却しております。

(2)社債発行費 (2)社債発行費 (2)社債発行費

　   商法施行規則に規定する      ３年間で均等償却してお 　   商法施行規則に規定する

   最長期間（３年間）で均等 　 ります。    最長期間（３年間）で均等

   償却しております。    償却しております。

４　引当金の計上基 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金

　　準 　   債権の貸倒による損失に 同左 同左

   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 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金

　   従業員に対する賞与の支 　   従業員に対する賞与の支 　   従業員に対する賞与の支

   給に充てるため、支給見込    給に充てるため、支給見込    給に充てるため、支給見込

   額のうち当中間会計期間の    額のうち当中間会計期間の    額のうち当事業年度の負担

   負担額を計上しておりま    負担額を計上しておりま    額を計上しております。

   す。    す。

 （追加情報）  （追加情報）

　 　従来、従業員の給与支給 　 　従来、従業員の給与支給

 　額は、年間給与総額で決定  　額は、年間給与総額で決定

 　する方法であったため、賞  　する方法であったため、賞

 　与引当金の計上は不要でし  　与引当金の計上は不要でし

 　たが、給与規程の改定に伴  　たが、給与規程の改定に伴

 　い、一部の従業員について  　い、一部の従業員について

 　は営業成績に連動した賞与  　は営業成績に連動した賞与

 　を別途支給することになっ  　を別途支給することになっ

 　たため、当中間会計期間よ  　たため、当事業年度より賞

 　り賞与引当金を計上するこ  　与引当金を計上することに

　 とにいたしました。 　 いたしました。

　 　この結果、営業利益、経 　 　この結果、営業損失、経

 　利益及び税引前中間純利益  　損失及び税引前当期純損失

 　が、それぞれ12,116千円減  　が、それぞれ14,015千円増

 　少しております。  　加しております。

５　リース取引の処    リース物件の所有権が借主 同左 同左

　　理方法  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。

６　その他中間財務 　 消費税等の会計処理 　 消費税等の会計処理 　 消費税等の会計処理

　　諸表(財務諸表) 　 　税抜方式によっておりま 同左 同左

　　作成のための基  　す。

　　本となる重要な

　　事項

項目
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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の変更

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30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）

　当中間会計期間から「固定資産の 　当事業年度から「固定資産の減損

減損に係る会計基準」（「固定資産 に係る会計基準」（「固定資産の減

の減損に係る会計基準の設定に関す 損に係る会計基準の設定に関する意

る意見書」（企業会計審議会　平成 見書」（企業会計審議会　平成14年

14年８月９日））及び「固定資産の ８月９日））及び「固定資産の減損

減損に係る会計基準の適用指針」（ に係る会計基準の適用指針」（企業

企業会計基準適用指針第６号　平成 会計基準委員会　企業会計基準適用

15年10月31日)を適用しております。 指針第６号　平成15年10月31日）を

　この結果、税引前中間純利益が 適用しております。

128,975千円減少しております。 　この結果、税引前当期純損失が

　なお､減損損失累計額については､ 128,975千円増加しております。

改正後の中間財務諸表等規則に基づ 　なお､減損損失累計額については､

き当該各資産の金額から直接控除し 当該各資産の金額から直接控除して

ております。 おります。

――――――――― （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。

　従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は1,592,389千円でありま

す。

　なお、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 当中間会計期間

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日

――――――――― （中間貸借対照表）

　前中間会計期間までは「営業権」として表示しており

ましたが、中間財務諸表等規則の改正に伴い、当中間会

計期間より「のれん」として表示しております。

―――――――――
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　注記事項

　　(中間貸借対照表関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度末

※１ 有形固定資産の減価償却累計 ※１ 有形固定資産の減価償却累計 ※１ 有形固定資産の減価償却累計

     額 550,571 千円      額 433,517 千円      額 571,534 千円

　　 　なお、減価償却累計額には

　　 減損損失累計額を含めて表示

     しております。

※２ 延滞債権 ※２ 延滞債権 ※２ 延滞債権

　　　 延滞債権は、財務諸表等規 同左 同左

　　 則第32条第１項第10号に規定

　   する債権であります。

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３　　――――――――

　　　 仮払消費税等及び仮受消費 　　　 仮払消費税等及び仮受消費

　　 税等は相殺のうえ、流動資産 　　 税等は相殺のうえ、流動負債

　   の「その他」に含めて表示し 　   の「その他」に含めて表示し

　　 ております。 　　 ております。

※４　　―――――――― ※４ 中間会計期間末日満期手形 ※４　　――――――――

　　　 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 5,921 千円

　５ 偶発債務 　５ 偶発債務 　５ 偶発債務

　　　 当社が一部周辺機器の開発 　　　 当社が一部周辺機器の開発 同左

　　 製造を委託していた東和メッ 　　 製造を委託していた東和メッ

     クス㈱より、平成17年７月29      クス㈱より、平成17年７月29

　　 日付で東京地方裁判所におい 　　 日付で東京地方裁判所におい

     て、代金等支払請求訴訟（請      て、代金等支払請求訴訟（請

　　 求額29,610千円）が提起され 　　 求額29,610千円）が提起され

　　 現在係争中であります。 　　 ております。

　　　 これに対して当社は平成18

　　 年１月25日付で、支払い済み

     委託料返還請求訴訟（訴額

　　 67,011千円）を反訴提起して

     おり､現在係争中であります｡

　６　　―――――――― 　６ 受取手形割引高 　６ 受取手形割引高

59,988 千円 18,620 千円

平成18年９月30日平成17年９月30日 平成18年３月31日
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　　(中間損益計算書関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

※１ 営業外収益のうち主要項目 ※１ 営業外収益のうち主要項目 ※１ 営業外収益のうち主要項目

　　 受取利息 0 千円 　　 受取利息 595 千円 　　 受取利息 0 千円

　　 受取配当金 48 　　 受取配当金 49 　　 受取配当金 48

　　 賃貸料収入 3,420 　　 賃貸料収入 3,420 　　 賃貸料収入 6,840

※２ 営業外費用のうち主要項目 ※２ 営業外費用のうち主要項目 ※２ 営業外費用のうち主要項目

　　 支払利息 15,887 千円 　　 支払利息 17,345 千円      支払利息 26,158 千円

     手形売却損 309      手形売却損 5,842

※３ 特別利益のうち主要項目 ※３ 特別利益のうち主要項目

     貸倒引当金戻入額      貸倒引当金戻入額

20,379 千円 26,442 千円

※４ 特別損失のうち主要項目 ※４ 特別損失のうち主要項目 ※４ 特別損失のうち主要項目

     固定資産除却損      債権償却損      固定資産除却損

56,765 千円 52,652 千円 64,952 千円

     減損損失 128,975 　   たな卸資産評価損      減損損失 128,975

　   たな卸資産評価損 31,830 　   たな卸資産評価損

104,028 175,468

　   製品改良対策費 　   製品改良対策費

207,785 242,618

　   貸倒引当金繰入額

25,360

※５ 減損損失 ※５ 減損損失

　 ①減損損失の内容 　 ①減損損失の内容

　　 1)用途…役員社宅 　　 1)用途…賃貸用住宅

　　 2)場所…東京都世田谷区 　　 2)場所…東京都世田谷区

　　 3)金額…土地 86,744 千円 　　 3)金額…土地 86,744 千円

　　　　　　 建物 42,231 　　　　　　 建物 42,231

　　　　　　 計 128,975 　　　　　　 計 128,975

　 ②減損損失を認識するに至った 　 ②減損損失の内容を認識するに

　　 経緯 　　 至った経緯

　　　 地価が著しく下落したため 　　　 地価が著しく下落したため

　　 減損損失を認識しました。 　　 減損損失を認識しました。

　 ③グルーピングの方法 　 ③グルーピングの方法

       原則として事業部別に区分        原則として事業部別に区分

　　 し、社宅については、個々の 　　 し、賃貸用住宅については、

　　 物件を単位としております。 　　 個々の物件を単位としており

　 ④回収可能価額の算定方法等 　　 ます。

　　　 当該資産の回収可能価額 　 ④回収可能価額の算定方法等

　　 は、使用価値により測定して 　　　 当該資産の回収可能価額

　　 おり、将来キャッシュ・ 　　 は、使用価値により測定して

　　 フローを 3.6％で割り引いて 　　 おり、将来キャッシュ・

　　 算定しております。 　　 フローを 3.6％で割り引いて

　　 算定しております。

　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 51,731 千円 　　 有形固定資産 24,536 千円 　　 有形固定資産 126,645 千円

　　 無形固定資産 49,313 　　 無形固定資産 40,742 　　 無形固定資産 96,911

※３　　――――――――

※５　　――――――――
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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（株）

普通株式（注） 4,070 1,500 － 5,570

合計 4,070 1,500 － 5,570

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）
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　　(リース取引関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

　リース物件の所有権が借主に移 　リース物件の所有権が借主に移 　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 転すると認められるもの以外のフ 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 ァイナンス・リース取引 ァイナンス・リース取引

 (1)リース物件の取得価額相当額､  (1)リース物件の取得価額相当額､  (1)リース物件の取得価額相当額､

    減価償却累計額相当額、減損     減価償却累計額相当額、減損     減価償却累計額相当額、減損

    損失累計額相当額及び中間期     損失累計額相当額及び中間期     損失累計額相当額及び期末残

　　末残高相当額 　　末残高相当額 　　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)

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)

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)

工具器具
備品

7,369 1,765 5,603
工具器具
備品

7,369 3,239 4,129
工具器具
備品

7,369 2,502 4,866

ソフト
ウェア

3,167 1,847 1,319
ソフト
ウェア

3,167 2,481 686
ソフト
ウェア

3,167 2,164 1,003

合計 10,537 3,613 6,923 合計 10,537 5,720 4,816 合計 10,537 4,667 5,870

 (2)未経過リース料中間期末残高  (2)未経過リース料中間期末残高  (2)未経過リース料期末残高相当

    相当額等     相当額等     額等

　　　未経過リース料中間期末残 　　　未経過リース料中間期末残 　　　未経過リース料期末残高相

　　　高相当額 　　　高相当額 　　　当額

千円 千円 千円

　　１年内 2,094 　　１年内 2,129 　　１年内 2,112

　　１年超 4,912 　　１年超 2,782 　　１年超 3,851

　　 合計 7,006 　　 合計 4,912 　　 合計 5,964

 (3)支払リース料、リース資産減  (3)支払リース料、リース資産減  (3)支払リース料、リース資産減

　　損勘定の取崩額、減価償却費 　　損勘定の取崩額、減価償却費 　　損勘定の取崩額、減価償却費

　　相当額及び支払利息相当額及 　　相当額及び支払利息相当額及 　　相当額及び支払利息相当額及

　　び減損損失 　　び減損損失 　　び減損損失

千円 千円 千円

　　支払リース料 1,098 　　支払リース料 1,098 　　支払リース料 2,197

　　減価償却費相当額 1,053 　　減価償却費相当額 1,053 　　減価償却費相当額 2,107

　　支払利息相当額 64 　　支払利息相当額 46 　　支払利息相当額 120

 (4)減価償却費相当額の算定方法  (4)減価償却費相当額の算定方法  (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､ 同左 同左

　  残存価額を零とする定額法に

    よっております。

 (5)利息相当額の算定方法  (5)利息相当額の算定方法  (5)利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件 同左 同左

　　の取得価額相当額との差額を

　　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。

　（減損損失について） 　（減損損失について） 　（減損損失について）

　　　リース資産に配分された減 同左 同左

　　損損失はありません。
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　　(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。

　　(重要な後発事象）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

――――――――― ――――――――――――――――――
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