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１．平成19年６月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月中間期 850 △6.5 17 △87.4 △34 －

17年12月中間期 909 △0.8 138 △34.1 106 △29.1

18年６月期 1,764 167 100

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12月中間期 △29 － △305 03

17年12月中間期 59 △24.4 611 13

18年６月期 53 550 90

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 97,500株 17年12月中間期 97,500株 18年６月期 97,500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であります。

(2）財政状態 （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。

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12月中間期 3,267 959 29.4 9,838 04

17年12月中間期 3,067 1,003 32.7 10,291 32

18年６月期 3,079 998 32.4 10,235 09

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 97,500株 17年12月中間期 97,500株 18年６月期 97,500株

②期末自己株式数 18年12月中間期 －株 17年12月中間期 －株 18年６月期 　　－株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 1,654 △84 △60

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△615円38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 その他 年間

18年６月期 － － － 100 － 100

19年６月期（実績） － － － － －  

19年６月期（予想） － － － 100 － 100
※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定

を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料をご参照ください。
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４．個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 228,769   304,130    241,230   

２．受取手形  8,400   8,839    7,323   

３．売掛金  230,115   205,825    228,297   

４．たな卸資産  685   404    1,245   

５．その他  78,617   48,702    72,344   

貸倒引当金  △95   △85    △94   

流動資産合計   546,493 17.8  567,817 17.4 21,324  550,347 17.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※2,3 797,722   892,106    845,822   

(2）構築物 ※２ 152,880   153,948    159,553   

(3）機械装置 ※2,3 899,320   990,101    1,040,269   

(4) 土地 ※２ －   268,896    150,843   

(5) 建設仮勘定  329,341   211,184    130,776   

(6）その他 ※２ 171,172   27,608    28,171   

計  2,350,437   2,543,846    2,355,437   

２．無形固定資産  5,078   5,273    5,897   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 11,545   14,242    12,571   

(2）関係会社株
式

 14,800   32,535    32,335   

(3）長期前払費
用

 129,585   93,852    111,380   

(4）その他  9,654   9,500    11,372   

計  165,586   150,130    167,660   

固定資産合計   2,521,103 82.2  2,699,249 82.6 178,146  2,528,995 82.1

資産合計   3,067,596 100.0  3,267,067 100.0 199,471  3,079,342 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  77,128   87,602    95,038   

２．短期借入金  －   100,000    10,000   

３．一年以内返済
予定長期借入
金

※２ 243,369   188,844    206,422   

４．一年以内償還
社債

 －   165,000    85,000   

５．未払金 ※２ 296,024   352,158    229,941   

６．未払法人税等  50,423   1,152    －   

７．その他 ※４ 60,190   41,986    49,417   

流動負債合計   727,135 23.7  936,743 28.7 209,608  675,819 22.0

Ⅱ　固定負債            

１. 社債  112,500   512,500    235,000   

２．長期借入金 ※２ 480,866   420,022    513,750   

３．長期未払金 ※２ 665,631   404,018    586,968   

４．役員退職慰労
引当金

 31,934   －    35,675   

５．その他  46,124   34,333    33,967   

固定負債合計   1,337,057 43.6  1,370,874 41.9 33,817  1,405,362 45.6

負債合計   2,064,192 67.3  2,307,618 70.6 243,425  2,081,181 67.6

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   178,375 5.8  －  △178,375  － －

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  299,235   －    －   

資本余剰金合計   299,235 9.8  －  △299,235  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１．任意積立金            

別途積立金  81,550   －    －   

２．特別償却準備
金

 62,103   －    －   

３．中間（当期）
未処分利益

 380,026   －    －   

利益剰余金合計   523,680 17.1  － － △523,680  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  2,113 0.0  － － △2,113  － －

資本合計   1,003,403 32.7  － － △1,003,403  － －

負債資本合計   3,067,596 100.0  － － △3,067,596  － －
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  178,375 5.5 178,375  178,375 5.8

２．資本剰余金            

　資本準備金  －   299,235    299,235   

資本剰余金合
計

  － －  299,235 9.2 299,235  299,235 9.7

３．利益剰余金            

　その他利益剰
余金

           

特別償却準
備金

 －   45,154    50,804   

別途積立金  －   81,550    81,550   

繰越利益剰
余金

 －   351,612    385,453   

利益剰余金合
計

  － －  478,317 14.6 478,317  517,807 16.8

株主資本合計   － －  955,927 29.3 955,927  995,417 32.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  3,281  3,281  2,503  

評価・換算差額
等合計

  － －  3,281 0.1 3,281  2,503 0.1

Ⅲ　新株予約権   － －  240 0.0 240  240 0.0

純資産合計   － －  959,449 29.4 959,449  998,160 32.4

負債純資産合計   － －  3,267,067 100.0 3,267,067  3,079,342 100.0
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(2) 中間損益計算書

  

前中間会計期間

(自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日)

当中間会計期間

(自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日)

対前中

間期比

前事業年度の

要約損益計算書

(自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日)

区分
注記番

号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高   909,582 100.0  850,510 100.0 △59,071  1,764,379 100.0

Ⅱ　売上原価   660,879 72.7  725,396 85.3 64,516  1,350,833 76.5

売上総利益   248,702 27.3  125,114 14.7 △123,587  413,546 23.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   110,492 12.1  107,631 12.6 △2,860  246,413 14.0

営業利益   138,210 15.2  17,482 2.1 △120,727  167,132 9.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,975 0.5  2,026 0.2 △2,949  10,902 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  36,943 4.0  53,956 6.3 17,013  77,875 4.4

経常利益又は経常損

失（△）
  106,242 11.7  △34,447 △4.0 △140,689  100,160 5.7

Ⅵ　特別利益 ※３  4,860 0.5  8,882 1.0 4,022  30,687 1.7

Ⅶ　特別損失 ※4.5  2,659 0.3  4,481 0.5 1,821  39,784 2.3

税引前中間（当期）

純利益又は純損失

（△）

  108,442 11.9  △30,046 △3.5 △138,489  91,063 5.1

法人税、住民税及び

事業税
 48,505   674    35,406   

法人税等調整額  351 48,857 0.0 △981 △306 △0.1  1,944 37,350 2.1

中間（当期）純利益

又は純損失（△）
  59,584 6.5  △29,740 △3.5 △89,324  53,712 3.0

前期繰越利益   320,441   －  △320,441  －  

中間（当期）未処分

利益
  380,026   －  △380,026  －  

            

－ 5 －



(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７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本
評価・換
算差額等 

新株予約権 純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有
価証券評
価差額金資本準備金

その他利益剰余金
 利益剰余金
合計特別償却

準備金
別途積立
金 

 繰越利益剰
余金

平成18年６月30日残高

（千円）
178,375 299,235 50,804 81,550 385,453 517,807 995,417 2,503 240 998,160

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩   △5,649  5,649 － －   －

剰余金の配当     △9,750 △9,750 △9,750   △9,750

中間純損失     △29,740 △29,740 △29,740   △29,740

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

      － 778 － 778

中間会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － △5,649 － △33,840 △39,490 △39,490 778 － △38,711

平成18年12月31日残高

（千円）
178,375 299,235 45,154 81,550 351,612 478,317 955,927 3,281 240 959,449

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本
評価・換
算差額等 

新株予約権 純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有
価証券評
価差額金資本準備金

その他利益剰余金
 利益剰余金
合計特別償却

準備金
別途積立
金 

 繰越利益剰
余金

平成17年６月30日残高

（千円）
178,375 299,235 72,558 81,550 324,611 478,720 956,330 453 240 957,024

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩   △21,754  21,754 － －   －

剰余金の配当     △14,625 △14,625 △14,625   △14,625

当期純利益     53,712 53,712 53,712   53,712

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
      － 2,049 － 2,049

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － △21,754 － 60,841 39,087 39,087 2,049 － 41,136

平成18年６月30日残高

（千円）
178,375 299,235 50,804 81,550 385,453 517,807 995,417 2,503 240 998,160
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　　　　同左

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　　　　同左

 ②　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　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　その他有価証券

時価のあるもの

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）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

　　　　同左

時価のないもの

　　　　同左

 (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

　　　　同左

(2）デリバティブ

　　　　同左

 (3）たな卸資産

①　原材料

総平均法による原価法

(3）たな卸資産

①　原材料

　　　　同左

(3）たな卸資産

①　原材料

　　　　同左

 ②　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

②　貯蔵品

　　　　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

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額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。

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額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。

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額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 15～38年

構築物 15～30年

機械装置 ５～15年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ５～６年

建物 15～38年

構築物 15～30年

機械装置 ５～15年

車両運搬具 ４～７年

工具器具備品 ５～８年

建物 15～38年

構築物 15～30年

機械装置 ５～15年

車両運搬具 ４～６年

工具器具備品 ５～８年

 (2）無形固定資産

定額法

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

法によっております。

(2）無形固定資産

　　　　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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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。

(1）貸倒引当金

　　　　同左

(1）貸倒引当金

　　　　同左

 (2）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

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。

(2）　  ──────

　

 

 

 

（追加情報）

役員退職慰労引当金につい

ては、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく要

支給額が残高となるように計上

しておりましたが、平成18年９

月22日開催の定時株主総会終結

の時をもって役員退職慰労金制

度を廃止し、同株主総会におい

て役員退職慰労金の打ち切り支

給が承認されました。打ち切り

支給に関する支払時期は各役員

の退任時であるため、役員退職

慰労引当金残高26,992千円を

全額取崩し、固定負債の「長期

未払金」に計上しております。

(2）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

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.ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについて、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。

(1）ヘッジ会計の方法

　　　　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……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金利息

(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

(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

金利変動リスクの回避及び金融

収支改善のため、ヘッジ取引を

行っております。

(3）ヘッジ方針

　　　　同左

(3）ヘッジ方針

　　　　同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の要件を満たしている

場合は、有効性の評価を省略し

ております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　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）消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

 

(1）消費税等の処理方法

　　　　同左

(1）消費税等の処理方法

　　　　同左

－ 8 －



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
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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

適用指針第６号　平成15年10月31日）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）

　当事業年度より、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」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用し

ております。

これは、同会計基準及び同適用指針が当

事業年度より適用されることによるものであ

ります。

これにより税引前当期純利益は2,185千円

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各資産の金額か

ら直接控除しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より、「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

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）に基づいて貸借対照表を

作成しております。

これは、同会計基準及び同適用指針が当

事業年度より適用されることによるものであ

ります。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

997,920千円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

─――――― （中間貸借対照表） 

１．「土地」は前中間会計期間末まで、固定資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間

末において資産の合計額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「土地」の金額は、

149,491千円であります。

２．「一年以内償還社債」は前中間会計期間末まで、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間会計期間末において負債及び純資産の合計額の100

分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「一年以内償還社債」の

金額は、15,000千円であります。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ─――――― （株式会社フジコー相模原との合併契約につ

いて）

　当社は、平成18年12月12日開催の取締役会

において、平成19年１月14日付けで連結子会

社の株式会社フジコー相模原と合併すること

を決定しております。

１．合併の趣旨

株式会社フジコー相模原は当社の連結子

会社であり、東京都下、神奈川方面での

白蟻工事等の施工を担当しております。

今後、当社グループは、白蟻防除工事に

対する経営資源を集約し、白蟻工事施工

の一貫体制を構築するとともに、経営資

源の効率的な活用や顧客情報の迅速な反

映が図れると判断し、今回の合併決議に

至りました。

２．合併の概要

①合併の日程

　合併契約書承認取締役会　　　

　　平成18年12月12日

　合併契約書締結　　　　　　　

　　平成18年12月12日

　合併期日（効力発生日）　　　

　　平成19年１月14日

　合併登記　　　　　　　　　　

　　平成19年１月14日

②合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併方式と

し、株式会社フジコー相模原は解散いた

します。

③合併比率及び合併交付金

　当社の全額出資子会社との合併である

ため、本合併に際して新株の発行及び合

併交付金の支払いはありません。

④会計処理の概要

　企業結合に係る会計基準上、共通支配

下の取引に該当いたします。なお、「の

れん」は発生いたしません。

３．被合併会社の概要

（平成18年９月30日現在）

①商号

　株式会社フジコー相模原　　　

②事業内容

　白蟻を中心とした家屋害虫防除の工事

施工

③設立年月日

　昭和52年８月19日

④本店所在地

　神奈川県津久井郡城山町町屋２丁目４

番12号

⑤代表者

　代表取締役社長　桑原　重善

⑥資本金　　　　　　10百万円

⑦発行済株式数　　 　2,000株

⑧純資産　　　　　　52百万円

⑨総資産　　　　　　59百万円

⑩決算期　　　　　　６月30日

 ─―――――

－ 10 －



注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度末

（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
       971,045千円 1,058,486千円 924,887千円

※２　担保資産及び担保付債

務

担保に供している資産は次のとおり

であります。

担保に供している資産は次のとおり

であります。

担保に供している資産は次のとおり

であります。

 現金及び預金 55,050千円

建物 596,527

構築物 1,741

機械装置 96,612

その他 70,497

計 820,429

建物 667,016千円

構築物 1,254

機械装置 75,649

土地 93,541

計 837,461

現金及び預金 30,057千円

建物 632,165

構築物 1,458

機械装置 84,695

土地 108,029

計 856,406

 担保付債務は次のとおりであります。担保付債務は次のとおりであります。担保付債務は次のとおりであります。

 一年以内返済予定

長期借入金
124,796千円

未払金 21,042

長期借入金 433,468

長期未払金 17,535

計 596,841

一年以内返済予定

長期借入金
138,800千円

未払金 17,535

長期借入金 400,820

計 557,155

一年以内返済予定

長期借入金
154,796千円

未払金 21,042

長期借入金 483,570

長期未払金 7,014

計 666,422

※３　圧縮記帳額 国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各

資産の取得価格から控除しておりま

す。

建物 39,440千円

機械装置 28,560

計 68,000

国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各

資産の取得価格から控除しておりま

す。

建物 39,440千円

機械装置 28,560

計 68,000

国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各

資産の取得価格から控除しておりま

す。

建物 39,440千円

機械装置 28,560

計 68,000

※４　消費税の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債「その他」に含めて

表示しております。

同左 ─―――――

　５　偶発債務 ─――――― 債務保証

次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行ってお

ります。

保証先
金額

（千円）
内容

㈱フジコー

ユーギ
9,444 借入債務

─―――――

　６　取引銀行との特定融資

枠契約

当社は、設備資金の迅速かつ効率的

な調達を行うため、取引銀行と特定

融資枠契約（シンジケーション方式

によるコミットメントライン）を締

結しております。この契約に基づく

当中間期末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

特定融資枠契約の

総額
1,000,000千円

借入実行残高 ―

差引額 1,000,000

同左

 

 

 

 

 

 

特定融資枠契約の

総額
1,000,000千円

借入実行残高 100,000

差引額 900,000

当社は、設備資金の迅速かつ効率的

な調達を行うため、取引銀行と特定

融資枠契約（シンジケーション方式

によるコメットミントライン）を締

結しております。この契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

特定融資枠契約の

総額
1,000,000千円

借入実行残高 ―

差引額 1,000,000

当中間期中の発行済株式数の増減

 該当事項はありません。
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　営業外収益のうち主な

もの

受取利息 90千円

金利スワップ評価

益

4,493

受取利息   2千円

雇用等助成金収入  463

金利スワップ評価

益

203

還付加算金 626

受取利息 160千円

雇用等助成金収入 385

金利スワップ評価

益

9,277

※２　営業外費用のうち主な

もの

支払利息 28,388千円

支払手数料 7,837

支払利息 29,436千円

社債発行費 8,584

支払手数料 10,068

支払利息 59,136千円

社債発行費 2,800

支払手数料 13,991

※３　特別利益のうち主なも

の

役員退職慰労引当

金戻入益
4,860千円

役員退職慰労引当

金戻入益
8,683千円

受取補償金 16,996千円

保険金収入 6,080

役員退職慰労引当

金戻入益 

4,860

固定資産売却益  

機械装置売却益 1,523千円

車両運搬具売却

益

1,257

計 2,781

※４　特別損失のうち主なも

の

車両運搬具売却損 172千円

土地寄付額 2,300千円

固定資産除却損    

機械装置 4,291千円

車両運搬具 190

計 4,481

固定資産除却損  

建物 3,446千円

構築物 531

機械装置 9,577

資産処分費用他 16,052

計 29,608

減損損失 2,185千円

※５　   ─――――― ─――――― ─――――― 事業用資産については、管理会計上

の区分を基礎としてグルーピングを

行っております。遊休資産について

は、個別の資産単位毎に把握してお

ります。

その結果、遊休資産については、正

味売却価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（2,185千円）として特

別損失に計上しました。

減損損失の内訳は、次のとおりであ

ります。

機械装置　　　　　　　2,185千円

なお、正味売却価額については、第

三者による買取見積価格を基に算定

しております。

　６　特別償却準備金 当中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当事業年度末に

おいて予定している利益処分による

特別償却準備金の取崩しを前提とし

て、中間会計期間に係る金額を計算

しております。

同左 ─―――――

　７　減価償却実施額 有形固定資産 118,803千円

無形固定資産 486

有形固定資産 137,515千円

無形固定資産 624

有形固定資産 256,754千円

無形固定資産 1,054

（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７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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中間期末残高相当

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、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

 

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)

機械装置 113,916 47,546 66,369

車両運搬具 33,582 20,855 12,726

工具器具備品 11,586 10,098 1,487

合計 159,084 78,500 80,583

 

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)

機械装置 110,172 63,485 46,687

車両運搬具 39,642 24,649 14,992

工具器具備品 10,578 10,422 156

合計 160,392 98,556 61,835

 

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)

機械装置 110,172 54,923 55,249

車両運搬具 37,938 24,015 13,923

工具器具備品 11,586 11,156 429

合計 159,696 90,094 69,601

（注）　取得価額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。

同左 （注）　取得価額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。

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

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 25,439千円

１年超 55,143千円

合計 80,583千円

１年内 23,976千円

１年超 37,859千円

合計 61,835千円

１年内 24,436千円

１年超 45,165千円

合計 69,601千円

（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。

同左 （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 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失

支払リース料 13,591千円

減価償却費相当額 13,591千円

支払リース料 12,800千円

減価償却費相当額 12,800千円

支払リース料 27,431千円

減価償却費相当額 27,431千円

(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

 

 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末において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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 10,291円32銭

１株当たり中間純利益 611円13銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
   530円53銭

１株当たり純資産額 9,838円04銭

１株当たり中間純損失 305円03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、潜在株式は存

在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 10,235円09銭

１株当たり当期純利益 550円90銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
478円76銭

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定

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７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又は

純損失金額
   

中間（当期）純利益又は純損失（△）

（千円）
59,584 △29,740 53,712

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は純損失（△）（千円）
59,584 △29,740 53,712

期中平均株式数（千株） 97 97 97

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 14 － 14

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

─――― 新株引受権１種類（新

株予約権の目的となる

株式の数　普通株式

4,000株）並びに第１回

新株引受権付社債（新

株引受権の残高24,000

千円）。

─―――

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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