
平成19年６月期 個別中間財務諸表の概要  
平成19年２月15日

上場会社名 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 5987 本社所在都道府県 神奈川県

(URL　http://www.onex.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 大屋　廣茂

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長

 氏名 大屋　和雄 ＴＥＬ　　(046)285－3664

決算取締役会開催日 平成19年２月15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．平成18年12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 3,051 (5.2) 620 (17.0) 618 (19.6)

17年12月中間期 2,899 (8.0) 530 (29.4) 516 (24.1)

18年６月期 5,833 1,022 1,004

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 369 (20.6) 63 24

17年12月中間期 305 (17.4) 52 34

18年６月期 586 100 41

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期 5,835,337株 17年12月中間期 5,844,466株 18年６月期 5,840,979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 7,906 3,462 43.8 593 37

17年12月中間期 7,549 2,884 38.2 493 75

18年６月期 7,606 3,146 41.4 539 13

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 5,834,766株 17年12月中間期 5,842,050株 18年６月期 5,835,666株

②期末自己株式数 18年12月中間期     42,434株 17年12月中間期 35,150株 18年６月期    41,534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 6,020  1,030  595  

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 101円97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 その他 年間

18年６月期 － 10.0 － 10.0

19年６月期（実績） － － －  
7.5
 19年６月期（予想） － 7.5 －

（注）18年６月期末配当金の内訳　普通配当　７円50銭　創立55周年記念配当　２円50銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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５．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  819,486   706,292    747,562   

２．受取手形  950,711   958,200    920,268   

３．売掛金  1,238,298   1,320,105    1,286,162   

４．たな卸資産  101,978   127,696    128,425   

５．繰延税金資産  40,918   45,723    44,013   

６．その他  357,271   338,371    374,358   

貸倒引当金  △492   －    △499   

流動資産合計   3,508,171 46.5  3,496,390 44.2 △11,780  3,500,290 46.0

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物 ※２ 770,307   744,651    759,387   

(2）機械装置
※
2,4

845,366   867,449    935,906   

(3）土地 ※２ 1,531,310   1,687,310    1,531,310   

(4）その他  200,721   431,679    187,090   

有形固定資産
合計

  3,347,705 44.3  3,731,089 47.2 383,384  3,413,694 44.9

２．無形固定資産   25,960 0.3  22,402 0.3 △3,558  24,028 0.3

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 275,623   273,441    266,691   

(2）関係会社長
期貸付金

 327,000   327,000    327,000   

(3）繰延税金資
産

 35,861   29,221    46,701   

(4）その他  315,162   312,465    313,498   

貸倒引当金  △285,873   △285,711    △285,807   

投資その他の
資産合計

  667,772 8.9  656,417 8.3 △11,355  668,083 8.8

固定資産合計   4,041,438 53.5  4,409,909 55.8 368,470  4,105,806 54.0

資産合計   7,549,610 100.0  7,906,299 100.0 356,689  7,606,097 100.0
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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．支払手形  427,281   322,227    293,249   

２．買掛金  52,699   58,115    65,139   

３．１年内返済予
定長期借入金

※２ 817,634   700,151    688,499   

４．未払金  455,972   463,912    476,241   

５．未払法人税等  208,000   247,000    242,000   

６．賞与引当金  53,636   57,954    55,167   

７．設備関係支払
手形

 128,882   274,491    238,073   

８．その他  280,111   291,396    287,175   

流動負債合計   2,424,217 32.1  2,415,249 30.5 △8,968  2,345,546 30.8

Ⅱ　固定負債            

１．社債  350,000   350,000    350,000   

２．長期借入金 ※２ 1,406,511   1,200,808    1,267,059   

３．退職給付引当
金

 206,496   173,633    206,186   

４．役員退職慰労　
引当金

 277,883   304,410    291,107   

固定負債合計   2,240,890 29.7  2,028,851 25.7 △212,039  2,114,352 27.8

負債合計   4,665,108 61.8  4,444,100 56.2 △221,008  4,459,899 58.6

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   878,363 11.6  － － △878,363  － －

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  713,431   －    －   

資本剰余金合計   713,431 9.5  － － △713,431  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  48,306   －    －   

２．任意積立金  600,000   －    －   

３．中間未処分利
益

 598,528   －    －   

利益剰余金合計   1,246,834 16.5  － － △1,246,834  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  64,406 0.9  － － △64,406  － －

Ⅴ　自己株式   △18,534 △0.3  － － 18,534  － －

資本合計   2,884,501 38.2  － － △2,884,501  － －

負債及び資本合
計

  7,549,610 100.0  － － △7,549,610  － －
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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   － －  878,363 11.1 878,363  878,363 11.6

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   713,431    713,431   

資本剰余金合
計

  － －  713,431 9.0 713,431  713,431 9.4

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   48,306    48,306   

(2）その他利益
剰余金

           

任意積立金  －   600,000    600,000   

繰越利益剰
余金

 －   1,189,820    879,142   

利益剰余金合
計

  － －  1,838,127 23.3 1,838,127  1,527,449 20.1

４．自己株式   － －  △28,275 △0.4 △28,275  △27,410 △0.4

株主資本合計   － －  3,401,646 43.0 3,401,646  3,091,833 40.7

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  60,552 0.8 60,552  54,364 0.7

評価・換算差額
等合計

  － －  60,552 0.8 60,552  54,364 0.7

純資産合計   － －  3,462,199 43.8 3,462,199  3,146,197 41.4

負債及び純資産
合計

  － －  7,906,299 100.0 7,906,299  7,606,097 100.0
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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   2,899,527 100.0  3,051,493 100.0 151,965  5,833,094 100.0

Ⅱ　売上原価   1,814,880 62.6  1,878,980 61.6 64,099  3,685,247 63.2

売上総利益   1,084,647 37.4  1,172,513 38.4 87,866  2,147,847 36.8

Ⅲ　販売費及び一般　
管理費

  554,107 19.1  551,990 18.1 △2,117  1,125,233 19.3

営業利益   530,539 18.3  620,522 20.3 89,983  1,022,613 17.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  33,456 1.1  23,869 0.8 △9,587  54,977 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  47,227 1.6  26,338 0.9 △20,889  73,479 1.2

経常利益   516,767 17.8  618,053 20.2 101,285  1,004,112 17.2

Ⅵ　特別利益 ※３  5,656 0.2  792 0.0 △4,863  5,765 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  12,039 0.4  1,554 0.0 △10,485  18,939 0.3

税引前中間　
(当期)純利益

  510,384 17.6  617,292 20.2 106,907  990,937 17.0

法人税、住民
税及び事業税

 197,162   236,725    404,162   

法人税等調整
額

 7,347 204,509 7.1 11,532 248,257 8.1 43,747 287 404,449 6.9

中間(当期)純
利益

  305,874 10.5  369,034 12.1 63,160  586,488 10.1

前期繰越利益   292,654   －  －  －  

中間未処分利
益

  598,528   －  －  －  
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
任意積立金

繰越利益
剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

878,363 713,431 48,306 600,000 879,142 1,527,449 △27,410 3,091,833

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △58,356 △58,356 － △58,356

中間純利益 － － － － 369,034 369,034 － 369,034

自己株式の取得 － － － － － － △865 △865

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）

－ － － － 310,678 310,678 △865 309,812

平成18年12月31日　残高
（千円）

878,363 713,431 48,306 600,000 1,189,820 1,838,127 △28,275 3,401,646

評価・換算
差額等

純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高
（千円）

54,364 3,146,197

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － △58,356

中間純利益 － 369,034

自己株式の取得 － △865

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

6,188 6,188

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

6,188 316,001

平成18年12月31日　残高
（千円）

60,552 3,462,199
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
任意積立金

繰越利益
剰余金

平成17年６月30日　残高

（千円）
878,363 713,431 48,306 200,000 761,504 1,009,810 △14,211 2,587,393

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △43,850 △43,850 － △43,850

任意積立金の積立 － － － 400,000 △400,000 － － －

利益処分による役員賞与 － － － － △25,000 △25,000 － △25,000

当期純利益 － － － － 586,488 586,488 － 586,488

自己株式の取得 － － － － － － △13,198 △13,198

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － 400,000 117,638 517,638 △13,198 504,439

平成18年６月30日　残高

（千円）
878,363 713,431 48,306 600,000 879,142 1,527,449 △27,410 3,091,833

評価・換算
差額等

純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成17年６月30日　残高

（千円）
44,910 2,632,304

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － △43,850

任意積立金の積立 － －

利益処分による役員賞与 － △25,000

当期純利益 － 586,488

自己株式の取得 － △13,198

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
9,453 9,453

事業年度中の変動額合計

（千円）
9,453 513,893

平成18年６月30日　残高

（千円）
54,364 3,146,197
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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

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用

しております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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）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

原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

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）を採用しております。

 　時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

　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

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産

製品・仕掛品

　総平均法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

製品・仕掛品

同左

(3）たな卸資産

製品・仕掛品

同左

 原材料

　先入先出法による原価法を採

用しております。

原材料

同左

原材料

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。

貯蔵品

同左

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

　定率法を採用しております。但

し、平成10年４月１日以降取得の

建物（附属設備を除く）について

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　　　10～65年

機械装置　 3～10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

　定額法を採用しております。な

お、ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込利用

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

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

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
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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）

 (2)　　　　―――――  

　

 

 

(2) 役員賞与引当金 

　役員に対する賞与の支出に備え

るため、支給見込額を計上するこ

ととしております。

(2) 役員賞与引当金 

　役員に対する賞与の支出に備え

るため、支給見込額を計上するこ

ととしております。

（会計方針の変更）

　当社は、役員賞与について、従

来は利益処分により未処分利益の

減少として会計処理しておりまし

たが、当事業年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準員会　平成17年11月29日　企

業会計基準第４号）に従い、発生

時に費用処理することとしており

ます。

　なお、この変更による損益に与

える影響はありません。

 (3) 賞与引当金 

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間負担額を計上しております。

(3) 賞与引当金 

同左

(3) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度

負担額を計上しております。

 (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。 

  なお、会計基準変更時差異

(253,955千円）については、15

年による按分額を費用処理してお

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、

当事業年度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。

　なお、会計基準変更時差異

（253,955千円）については、15

年による按分額を費用処理してお

ります。

 (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

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。

(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給に備え

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
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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）

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

の要件を満たしているため特例処

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

(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

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

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

　金利スワップの特例の要件を満

たしているため有効性の判定を省

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

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、税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と仮受消費税

等は、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。

消費税等の会計処理

同左

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、税抜方式によっております。

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）

――――― ――――― （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）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

3,146,197千円であります。

　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。 
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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

  5,961,974千円 ※１． 有形固定資産の　
減価償却累計額

  6,248,284千円 ※１． 有形固定資産の　
減価償却累計額

  6,125,510千円

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は、次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は、次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は、次のとおりであります。

(1) 工場財団抵当権を設定している資産 (1) 工場財団抵当権を設定している資産 (1) 工場財団抵当権を設定している資産

建物     348,347千円

機械装置 591,666

土地 231,081

計 1,171,095

建物     338,807千円

機械装置 643,135

土地 231,081

計 1,213,024

建物 343,610千円

機械装置 678,139

土地 231,081

計 1,252,832

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務

１年内返済予定　
長期借入金

    539,122千円

長期借入金 662,823

計 1,201,945

１年内返済予定　
長期借入金

   308,643千円

長期借入金 354,180

計 662,823

１年内返済予定　
長期借入金

397,969千円

長期借入金 489,745

計 887,714

(3）その他担保に供している資産 (3）その他担保に供している資産 (3）その他担保に供している資産

建物     421,960千円

土地 1,300,228

計 1,722,189

建物   405,843千円

土地 1,300,228

計 1,706,071

建物 415,776千円

土地 1,300,228

計 1,716,005

(4) 上記に対応する債務 (4) 上記に対応する債務 (4) 上記に対応する債務

１年内返済予定　
長期借入金

    245,200千円

長期借入金 468,640

計 713,840

１年内返済予定　
長期借入金

    179,000千円

長期借入金 289,640

計 468,640

１年内返済予定　
長期借入金

205,100千円

長期借入金 371,040

計 576,140

　３．偶発債務

金融機関からの借入等に対する保証

　３．偶発債務

金融機関からの借入に対する保証

　３．偶発債務

金融機関からの借入に対する保証

㈱オーネックス
ライン

   93,332千円
㈱オーネックス
ライン

   36,496千円
㈱オーネックス
ライン

50,057千円

※４．圧縮記帳

機械装置のうち国庫補助金等による圧

縮記帳額は23,990千円であり、取得価額

から控除しております。

※４．圧縮記帳

同左

※４．圧縮記帳

同左
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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要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 3,203千円

受取配当金 3,204

投資有価証券売却益 13,700

環境事業収入 4,500

受取利息 2,831千円

受取配当金 6,096

投資有価証券売却益 856

受取利息   5,958千円

受取配当金 6,193

投資有価証券売却益 15,924

環境事業収入 7,166

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 20,490千円

支払手数料 26,737

支払利息  16,857千円

支払手数料 7,911

支払利息  38,391千円

支払手数料 34,538

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益  5,656千円 固定資産売却益   

 その他(車両運搬具)   197千円

貸倒引当金戻入益 595

固定資産売却益  

 その他(車両運搬具)       49千円

貸倒引当金戻入益 5,716

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損  

機械装置  11,630千円

その他 408

計 12,039

  

  

固定資産除却損  

機械装置  245千円

その他 1,308

計 1,554

  

  

固定資産売却損  

その他(車両運搬具)    248千円

固定資産除却損  

建物 777

機械装置 17,323

その他 590

計 18,691

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 163,667千円

無形固定資産 7,519

有形固定資産 169,734千円

無形固定資産 3,006

有形固定資産  364,021千円

無形固定資産 14,751

（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

前事業年度末株式数
（株）

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）

普通株式（注） 41,534 900 － 42,434

合計 41,534 900 － 42,434

 （注）　普通株式の自己株式の株式数の増加900株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

  

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 

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

普通株式（注） 30,487 11,047 － 41,534

合計 30,487 11,047 － 41,534

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加11,047株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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①　リース取引

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）

その他
(有形固定資
産)

151,945 112,775 39,170

 

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）

その他
(有形固定資
産)

69,957 42,160 27,796

 

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）

その他
(有形固定資
産)

73,461 37,726 35,734

（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 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内       16,445千円

１年超 22,724

合計 39,170

１年内 13,827千円

１年超 13,969

合計 27,796

１年内 15,125千円

１年超 20,608

合計 35,734

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

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、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．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料     16,618千円

減価償却費相当額 16,618

支払リース料      7,937千円

減価償却費相当額 7,937

支払リース料 26,726千円

減価償却費相当額 26,726

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

②　有価証券

　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。
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（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    493円75銭

１株当たり中間純利益
金額

  52円34銭

１株当たり純資産額    593円37銭

１株当たり中間純利益
金額

    63円24銭

１株当たり純資産額 539円13銭

１株当たり当期純利益
金額

100円41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、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、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)

中間（当期）純利益（千円） 305,874 369,034 586,488

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（当期）純利益

（千円）
305,874 369,034 586,488

期中平均株式数（株） 5,844,466 5,835,337 5,840,979

（重要な後発事象）

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）

　  該当事項はありません。

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）

  　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）

　平成18年７月27日の取締役会において、下記内容の設備投資計画が決定されました。

　当該設備投資は、風力発電機関連部品を中心とした熱処理加工ニーズの増大に対応するため、山口工場を拡張

し生産能力の増強を図るものであります。

　当該設備投資の総額は960,000千円を見込んでおり、その内訳は工場用地取得費用約160,000千円、建物取得費

用約200,000千円及び機械設備購入費用約600,000千円であります。

　なお、工事開始は第56期事業年度上期、生産開始は同下期を予定しており、この工場増設に伴い当社の生産能

力が増加いたしますが、金属熱処理加工事業の性格上、生産能力の表示が困難なため生産開始後の増加能力の記

載は省略しております。
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