
１ 19年２月中間期の業績（平成18年９月１日～平成19年２月28日） 

２ 19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  13円93銭 

３ 配当状況 

※ 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ページを参照してください。 

平成19年８月期 個別中間財務諸表の概要 平成19年４月20日
上場会社名 株式会社 技研製作所 上場取引所 大証第２部 
コード番号 6289 本社所在都道府県 高知県 
（ＵＲＬ http://www.giken.com） 
代表者     役職名 代表取締役社長 氏名 北村 精男 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長氏名 田中 孝明 ＴＥＬ  （088）846－2933 
決算取締役会開催日 平成19年４月20日 配当支払開始日 平成19年５月16日 
単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）     

(1）経営成績 （百万円未満切り捨て表示）

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月中間期 2,534 3.9 105 △72.8 250 △44.0
18年２月中間期 2,439 △5.1 388 10.0 446 24.1
18年８月期 5,490 12.9 549 △2.9 748 13.7

 中間（当期）純利益 １株当たり中間
（当期）純利益 

 百万円 ％ 円 銭

19年２月中間期 161 △19.0 7 39
18年２月中間期 199 △15.3 9 12
18年８月期 362 △10.3 16 60
（注）①期中平均株式数 19年２月中間期 21,829,068株 18年２月中間期 21,841,917株 18年８月期 21,838,025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

19年２月中間期 20,210 14,731 72.9 674 93
18年２月中間期 19,685 14,701 74.7 673 17
18年８月期 19,840 14,713 74.2 673 94
（注）①期末発行済株式数 19年２月中間期 21,826,628株 18年２月中間期 21,839,017株 18年８月期 21,832,225株

②期末自己株式数 19年２月中間期 72,900株 18年２月中間期 60,511株 18年８月期 67,303株

 売上高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円

通期 5,750 500 304

・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８月期 － 6 － 6 － 12
19年８月期（実績） － 6 － － － 

12
19年８月期（予想） － － － 6 － 
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６．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18年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年８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     1,078,426 1,170,285   1,041,774

２ 受取手形     896,110 1,382,653   671,988

３ 売掛金     1,859,129 2,070,108   2,478,830

４ 完成工事未収入
金     13,185 49,043   138,018

５ 有価証券     124,211 192,346   193,870

６ たな卸資産     2,401,679 1,800,453   1,955,735

７ 繰延税金資産     282,950 351,400   375,001

８ その他     437,139 857,450   693,935

貸倒引当金     △1,554 △2,557   △1,794

流動資産合計     7,091,277 36.0 7,871,184 38.9   7,547,360 38.0

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１       

(1）建物 ※２  342,749 345,053 358,347 

(2）機械及び装置   224,207 327,832 225,529 

(3）土地 ※２ 3,954,839 3,951,236 3,951,236 

(4）建設仮勘定   104,696 116,307 112,632 

(5）その他 ※３ 145,105 129,014 137,328 

有形固定資産合
計     4,771,598 4,869,445   4,785,075

２ 無形固定資産     10,314 16,269   12,178

３ 投資その他の資
産       

(1）投資有価証券   847,107 743,542 818,836 

(2）関係会社株式   3,736,391 3,736,391 3,736,391 

(3）賃貸用土地 ※２  1,654,339 1,654,339 1,654,339 

(4）繰延税金資産   310,390 353,594 330,210 

(5）その他   1,303,036 966,468 991,175 

貸倒引当金   △38,773 △258 △35,375 

投資その他の資
産合計     7,812,491 7,454,076   7,495,577

固定資産合計     12,594,404 64.0 12,339,792 61.1   12,292,832 62.0

資産合計     19,685,681 100.0 20,210,976 100.0   19,840,192 100.0 
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    前中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年８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     758,175 730,824   739,322

２ 買掛金     186,310 213,748   375,532

３ 工事未払金     1,277 －   4,003

４ 短期借入金 ※２   1,383,480 2,093,480   1,123,480

５ 未払法人税等     195,905 83,652   400,492

６ 賞与引当金     79,557 111,378   181,814

７ 役員賞与引当金     9,200 4,600   18,400

８ その他 ※５   387,949 306,607   332,363

流動負債合計     3,001,856 15.2 3,544,291 17.5   3,175,407 16.0

Ⅱ 固定負債       

１ 長期借入金 ※２   1,178,500 1,065,020   1,121,760

２ 退職給付引当金     7,355 5,801   5,801

３ 役員退職慰労引
当金     617,100 640,470   628,690

４ 製品機能維持引
当金     178,474 223,668   193,917

５ その他     1,121 278   1,062

固定負債合計     1,982,551 10.1 1,935,238 9.6   1,951,231 9.8

負債合計     4,984,407 25.3 5,479,530 27.1   5,126,638 25.8
        
（資本の部）       

Ⅰ 資本金     3,240,431 16.5 － －   － －

Ⅱ 資本剰余金       

１ 資本準備金   4,400,708 － － 

資本剰余金合計     4,400,708 22.3 － －   － －

Ⅲ 利益剰余金       

１ 利益準備金   265,767 － － 

２ 任意積立金   6,338,179 － － 

３ 中間未処分利益   457,432 － － 

利益剰余金合計     7,061,379 35.9 － －   － －

Ⅳ その他有価証券評
価差額金     21,350 0.1 － －   － －

Ⅴ 自己株式     △22,596 △0.1 － －   － －

資本合計     14,701,273 74.7 － －   － －

負債資本合計     19,685,681 100.0 － －   － － 
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    前中間会計期間末 
（平成18年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年８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

（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金     － － 3,240,431 16.0   3,240,431 16.3

２ 資本剰余金       

(1）資本準備金   － 4,400,708 4,400,708 

(2）その他資本剰余
金   －   8 － 

資本剰余金合計     － － 4,400,717 21.8   4,400,708 22.2

３ 利益剰余金       

(1）利益準備金   － 265,767 265,767 

(2）その他利益剰余
金       

買換資産圧縮積
立金   － 38,179 38,179 

別途積立金   － 6,300,000 6,300,000 

繰越利益剰余金   － 520,031 489,622 

利益剰余金合計     － － 7,123,978 35.2   7,093,569 35.8

４ 自己株式     － － △28,978 △0.1   △26,319 △0.2

株主資本合計     － － 14,736,149 72.9   14,708,390 74.1

Ⅱ 評価・換算差額等       

その他有価証券評価
差額金     － － △4,702 △0.0   5,163 0.1

評価・換算差額等合
計     － － △4,702 △0.0   5,163 0.1

純資産合計     － － 14,731,446 72.9   14,713,554 74.2

負債純資産合計     － － 20,210,976 100.0   19,840,192 100.0
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(2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８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     2,439,644 100.0 2,534,248 100.0   5,490,554 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,396,536 57.2 1,501,492 59.2   3,400,183 61.9

売上総利益     1,043,108 42.8 1,032,756 40.8   2,090,371 38.1

Ⅲ 販売費及び一般管
理費     655,069 26.9 927,072 36.6   1,540,526 28.1

営業利益     388,038 15.9 105,683 4.2   549,844 10.0

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息   2,974 3,063 4,148 

２ その他 ※１ 128,038 157,128 283,603 

営業外収益合計     131,013 5.4 160,192 6.3   287,752 5.2

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息   10,744 15,806 21,668 

２ その他 ※２ 61,928 － 66,989 

営業外費用合計     72,673 3.0 15,806 0.6   88,658 1.6

経常利益     446,378 18.3 250,068 9.9   748,939 13.6

Ⅵ 特別利益     25,212 1.0 － －   25,212 0.5

Ⅶ 特別損失 ※４   69,928 2.8 4,640 0.2   73,531 1.3

税引前中間純利
益     401,662 16.5 245,428 9.7   700,620 12.8

法人税、住民税
及び事業税   187,581 77,121 424,213 

法人税等調整額   14,856 202,438 8.3 6,904 84,026 3.3 △86,042 338,171 6.2

中間純利益     199,224 8.2 161,402 6.4   362,448 6.6

前期繰越利益     258,208 －   －

中間未処分利益     457,432 －   －
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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９月１日 至 平成19年２月28日） 

 その他利益剰余金の内訳 

  

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 

その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利
益剰余金 

利益剰余
金合計 

平成18年８月31日 残高 
（千円） 3,240,431 4,400,708 － 4,400,708 265,767 6,827,802 7,093,569 △26,319 14,708,390

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当     △130,993 △130,993  △130,993

中間純利益     161,402 161,402  161,402

自己株式の取得     － △2,791 △2,791

自己株式の処分     8 8 － 132 141

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） － － 8 8 － 30,408 30,408 △2,658 27,758

平成19年２月28日 残高 
（千円） 3,240,431 4,400,708 8 4,400,717 265,767 6,858,211 7,123,978 △28,978 14,736,149

  
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８月31日 残高 
（千円） 5,163 14,713,554

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当   △130,993

中間純利益   161,402

自己株式の取得   △2,791

自己株式の処分   141

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） △9,866 △9,866

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） △9,866 17,892

平成19年２月28日 残高 
（千円） △4,702 14,731,446

  買換資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金  合計 

平成18年８月31日 残高 
（千円） 38,179 6,300,000 489,622 6,827,802 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当   △130,993 △130,993 

中間純利益   161,402 161,402 

自己株式の取得   － 

自己株式の処分   － 

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） － － 30,408 30,408 

平成19年２月28日 残高 
（千円） 38,179 6,300,000 520,031 6,858,211 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

 その他利益剰余金の内訳 

  

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 

平成17年８月31日 残高 
（千円） 3,240,431 4,400,708 265,767 6,742,560 7,008,328 △19,201 14,630,266

事業年度中の変動額       

剰余金の配当   △262,106 △262,106   △262,106

利益処分による役員賞与   △15,100 △15,100   △15,100

当期純利益   362,448 362,448   362,448

特別償却準備金の取崩   －   －

自己株式の取得   － △7,118 △7,118

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） － － － 85,241 85,241 △7,118 78,123

平成18年８月31日 残高 
（千円） 3,240,431 4,400,708 265,767 6,827,802 7,093,569 △26,319 14,708,390

  
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８月31日 残高 
（千円） △6,535 14,623,731

事業年度中の変動額   

剰余金の配当   △262,106

利益処分による役員賞与   △15,100

当期純利益   362,448

特別償却準備金の取崩   －

自己株式の取得   △7,118

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 11,698 11,698

事業年度中の変動額合計 
（千円） 11,698 89,822

平成18年８月31日 残高 
（千円） 5,163 14,713,554

  特別償却準備金 買換資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計 

平成17年８月31日 残高 
（千円） 269 38,179 6,300,000 404,111 6,742,560

事業年度中の変動額     

剰余金の配当   △262,106 △262,106

利益処分による役員賞与   △15,100 △15,100

当期純利益   362,448 362,448

特別償却準備金の取崩 △269 269 －

自己株式の取得     －

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） △269 － － 85,510 85,241

平成18年８月31日 残高 
（千円） － 38,179 6,300,000 489,622 6,827,802
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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 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 
(1）有価証券 
売買目的有価証券 
…時価法（売却原価は移動平

均法により算定） 

(1）有価証券 
売買目的有価証券 
…同左 

(1）有価証券 
売買目的有価証券 
…同左 

  子会社株式 
…移動平均法による原価法 

子会社株式 
…同左 

子会社株式 
…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） 

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） 

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 
製品、仕掛品及び未成工事支

出金 
…個別法による原価法 

(3）たな卸資産 
製品、仕掛品及び未成工事支

出金 
…同左 

(3）たな卸資産 
製品、仕掛品及び未成工事支

出金 
…同左 

  原材料 
…月別総平均法による原価

法、ただし中古機は個別法

による原価法 

原材料 
…同左 

原材料 
…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）については定額

法 
なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 
建物     ３～38年 
機械及び装置 ２～11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 
ただし自社利用のソフトウ

ェアは社内における利用可

能期間（５年）に基いてお

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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前中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31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検討し、

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）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、支給見込

額のうち当中間会計期間の負担

額を計上しております。 

(2）賞与引当金 
同左 

(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、支給見込

額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。 
  (3）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、支給見込額

のうち当中間会計期間の負担額

を計上しております。 

(3）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、支給見込額

のうち当中間会計期間の負担額

を計上しております。 

(3）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、支給見込額

のうち当事業年度の負担額を計

上しております。 
  （会計方針の変更） 

 役員賞与は、従来利益処分に
より未処分利益の減少とする処

理を行っておりましたが、当中

間会計期間より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第４号
平成17年11月29日）を適用し、
発生時に販売費及び一般管理費

として処理しております。この

結果、従来の方法によった場合

に比較して営業利益、経常利

益、及び税引前中間純利益はそ

れぞれ9,200千円減少しており
ます。 

  
  

（会計方針の変更） 
 役員賞与は、従来利益処分に
より未処分利益の減少とする処

理を行っておりましたが、当事

業年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員

会 企業会計基準第４号 平成
17年11月29日）を適用し、発生
時に販売費及び一般管理費とし

て処理しております。この結

果、従来の方法によった場合に

比較して営業利益、経常利益、

及び税引前当期純利益はそれぞ

れ18,400千円減少しておりま
す。 

  (4）退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるた
め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産の額

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）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。 
  (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。 

  (6）製品機能維持引当金 
 販売済み製品の機能維持費用
に充てるため、対象となる製品

の契約内容に従い、過去の実績

による機種ごとの必要見込額を

計上しております。 

(6）製品機能維持引当金 
同左 

(6）製品機能維持引当金 
同左 
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前中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

４．外貨建の資産又は負債の

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計

上しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日
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計上し

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。 

同左 同左 

６．売上高の計上基準  売上高のうち圧入工事事業の長
期請負工事（工期１年以上かつ請

負金額１億円以上）については、

工事進行基準により計上しており

ます。 
 圧入工事事業の売上高の計上基
準は、前中間会計期間において

は、工事完成基準によっておりま

したが、前事業年度の下期より、

工期１年以上かつ請負金額１億円

以上の工事については、工事進行

基準を適用することに変更いたし

ました。したがって、前中間会計

期間は、従来の方法によっており

ますが、前中間会計期間において

工事進行基準を適用すべき工事が

なかったため、この変更に伴う前

中間会計期間の損益に与える影響

はありません。 

 売上高のうち圧入工事事業の
長期請負工事（工期１年以上か

つ請負金額１億円以上）につい

ては、工事進行基準により計上

しております。 

同左 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理によっており
ます。なお、振当処理の要件を

満たしている為替予約及び通貨

スワップについては振当処理

に、特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについては特

例処理によっております。 

(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 
 為替予約、オプション及びス
ワップを手段として、契約時に

存在する債権債務等を対象とし

ております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

  (3）ヘッジ方針 
 社内規程においてヘッジの手
段と対象を定め、為替変動リス

ク及び金利変動リスクをヘッジ

する目的で行っております。 

(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 
 ヘッジ対象のキャッシュ・フ
ロー変動の累計または相場変動

とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計または相場変動

を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しておりま

す。ただし、特例処理によって

いる金利スワップについては、

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 

８．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）消費税等の会計処理 
 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 
同左 

(1）消費税等の会計処理 
同左 
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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 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31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。 
 この結果、従来の方法によった場
合と比較して税引前中間純利益は

69,928千円減少しております。 

──────  （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。 
 この結果、従来の方法によった場
合と比較して税引前当期純利益は

73,531千円減少しております。 
────── ────── （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）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14,713,554千円であります。 
 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18年２月28日） 

当中間会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前事業年度末 
（平成18年８月31日） 

※１．固定資産の減価償却累計額 ※１．固定資産の減価償却累計額 ※１．固定資産の減価償却累計額 
有形固定資産 1,962,765千円 有形固定資産 2,038,060千円 有形固定資産 2,001,259千円

※２．担保資産及び担保付債務 
(1）担保に供している資産 

※２．担保資産及び担保付債務 
(1）担保に供している資産 

※２．担保資産及び担保付債務 
(1）担保に供している資産 

科目 金額 

建物 22,607千円 

土地 891,306 〃 

賃貸用土地 1,654,339 〃 

計 2,568,252 〃 

科目 金額 

建物 21,149千円 

土地 891,306 〃 

賃貸用土地 1,654,339 〃 

計 2,566,794 〃 

科目 金額 

建物 21,849千円 

土地 891,306 〃 

賃貸用土地 1,654,339 〃 

計 2,567,494 〃 

(2）担保付債務 (2）担保付債務 (2）担保付債務 

科目 金額 

短期借入金 1,283,480千円 

長期借入金 1,178,500 〃 

計 2,461,980 〃 

科目 金額 

短期借入金 1,773,480千円 

長期借入金 1,065,020 〃 

計 2,838,500 〃 

科目 金額 

短期借入金 870,000千円 

長期借入金 1,235,240 〃 

計 2,105,240 〃 

   なお、上記の建物、土地及び賃貸用
土地については、根抵当権（極度額

2,480,000千円）が設定されておりま
す。 

  

※３．構築物の緑化設備については、圧縮記

帳により5,100千円を取得価額より直接
減額しております。 

※３．同左 ※３．同左 

 ４．偶発債務 
(1) 買取保証 
 下記のとおり買取保証を行っておりま
す。 

 ４．偶発債務 
(1) 買取保証 
 下記のとおり買取保証を行っておりま
す。 

 ４．偶発債務 
(1) 買取保証 
 下記のとおり買取保証を行っておりま
す。 

住商リース㈱ 234,406千円 
東京リース㈱ 76,690 〃 
その他６件 54,000 〃 

住商リース㈱ 187,925千円
東京リース㈱ 53,267 〃 
その他８件 80,000 〃 

住商リース㈱ 325,166千円
東京リース㈱ 65,144 〃 
その他７件 69,000 〃 

───── (2) 保証債務 
 下記の関係会社の工事請負に係る金融
機関の工事履行保証に対し、債務保証を

行っております。 
 ギケン アメリカ コーポレーション 

 148,050千円 

───── 

※５．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、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※５．消費税の取扱い 
同左 

───── 

 ６．運転資金の効率的な調達を行うため取
引銀行６行と当座貸越契約を締結してお

ります。 
 当中間会計期間末における当座貸越契
約に係る借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

 ６．運転資金の効率的な調達を行うため取
引銀行６行と当座貸越契約を締結してお

ります。 
 当中間会計期間末における当座貸越契
約に係る借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

 ６．運転資金の効率的な調達を行うため取
引銀行６行と当座貸越契約を締結してお

ります。 
 当事業年度末における当座貸越契約に
係る借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 
当座貸越極度額の総

額 
4,000,000千円 

借入実行残高 1,270,000 〃 
差引額 2,730,000 〃 

当座貸越極度額の総

額 
4,000,000千円

借入実行残高 1,980,000 〃 
差引額 2,020,000 〃 

当座貸越極度額の総

額 
4,000,000千円

借入実行残高 1,010,000 〃 
差引額 2,990,000 〃 
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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９月１日 
至 平成18年２月28日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※１．営業外収益「その他」のうち主要なも

の 
※１．営業外収益「その他」のうち主要なも

の 
※１．営業外収益「その他」のうち主要なも

の 
不動産賃貸料 52,801千円 
為替差益 51,339 〃 

不動産賃貸料 51,426千円
為替差益 29,775 〃 
業務受託料 34,274 〃 

不動産賃貸料 105,634千円
為替差益 102,681  〃

※２．営業外費用「その他」のうち主要なも

の 
 ───── ※２．営業外費用「その他」のうち主要なも

の 
たな卸資産評価損 27,709千円 
投資有価証券売却損 23,771 〃 

 たな卸資産廃棄損 3,227千円
たな卸資産評価損 38,709 〃 
投資有価証券売却損 23,771 〃 

 ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額 
有形固定資産 43,423千円 
無形固定資産 1,951 〃 

有形固定資産 43,483千円
無形固定資産 2,442 〃 

有形固定資産 92,067千円
無形固定資産 3,840 〃 

※４．減損損失 
 当中間会計期間において、以下の資産
について減損損失を計上しております。 

───── ※４．減損損失 
 当事業年度において、以下の資産につ
いて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 

兵庫県 
丹波市 遊休資産 土地 

北海道 
千歳市 遊休資産 土地 

 場所 用途 種類 

兵庫県 
丹波市 遊休資産 土地 

北海道 
千歳市 遊休資産 土地 

 管理会計上の区分及び投資の意思決定
を行う際の単位等を基礎として継続的に

収支の把握がなされている単位で資産の

グルーピングを行っております。また、

事業の用に供していない遊休資産等につ

いては個別に取り扱っております。上記

土地については遊休状態にあることか

ら、当該資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失

（69,928千円）として特別損失に計上し
ました。なお、当該資産の回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、相

続税評価額を基礎として評価しておりま

す。 

  管理会計上の区分及び投資の意思決定
を行う際の単位等を基礎として継続的に

収支の把握がなされている単位で資産の

グルーピングを行っております。また、

事業の用に供していない遊休資産等につ

いては個別に取り扱っております。上記

土地については遊休状態にあり、かつ時

価が下落していることから、当該資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（73,531千円）とし
て特別損失に計上しました。なお、当該

資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、相続税評価額を基礎と

して評価しております。 
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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９月１日 至 平成19年２月28日） 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであり、自己株式の減少は、単元未満株式の買増請求による

売渡によるものであります。 

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
① リース取引 
 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 
 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。 

  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） 摘要 

普通株式 67,303 5,754 157 72,900 （注） 

合計 67,303 5,754 157 72,900   

  前事業年度末株
式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 摘要 

普通株式 54,064 13,239 － 67,303 （注） 

合計 54,064 13,239 － 67,303   
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