
  

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月16日

上場会社名 株式会社昭和真空 上場取引所 ＪＱ 

コード番号 6384 本社所在都道府県 神奈川県 

（ＵＲＬ http://www.showashinku.co.jp ） 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 小俣邦正 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 斉藤晴信 ＴＥＬ（042）764－0385 

決算取締役会開催日 平成18年11月16日 配当支払開始日  ― 
単元株制度採用の有無  有（1単元100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                                 （百万円未満切捨） 

 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 5,614 (  8.0)   418 ( － ) 396 ( － )

１7年９月中間期 5,197 (△27.9) △32 ( － ) △34 ( － )

18年３月期 11,123      471      420      

 

 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 199 ( － ) 30  71

１7年９月中間期 △28 ( － ) △4  36

18年３月期 231      32    28

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期6,494,686株 17年９月中間期6,456,503株 18年３月期6,459,236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                                 （百万円未満切捨） 

 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 13,891  7,802 56.2  1,200   71 

１7年９月中間期 14,483   7,393  51.1   1,145  16 

18年３月期 14,487   7,696  53.1   1,186   29 

(注)①期末発行済株式数  18年９月中間期6,498,303株 17年９月中間期6,456,503株 18年３月期6,468,303株 

  ②期末自己株式数   18年９月中間期97株       17年９月中間期97株       18年３月期97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 11,567      645      294      

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 45円 24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3月期 ― ― ― 12.00 ― 12.00 

19年3月期（実績） ― ― ― ― ― ― 

19年3月期（予想） ― ― ― 12.00 ― 12.00 

（注）18年９月中間期末配当金の内訳  記念配当 ― 円 ― 銭  特別配当 ― 円 ― 銭 

 

 ※上記の予想は、作成時点における経済環境や当社をとりまく事業環境に基づく予想であり、実際の業績は様々

な要素により、これらの業績予想とは異なる場合があります。 
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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17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
対前中間期比 

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） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  1,303,278  1,366,574 1,747,061 

２．受取手形 ※５ 529,544  890,423 921,893 

３．売掛金  4,041,226  3,093,778 3,139,186 

４．有価証券  ―  399,719 400,000 

４．たな卸資産  2,043,134  1,637,044 1,880,153 

５．その他  406,709  259,881 246,593 

流動資産合計   8,323,893 57.5 7,650,451 55.1 △673,442  8,334,888 57.5

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 
※ 

1･2･4 
   

(1) 建物  1,313,838  1,218,133 1,257,075 

(2) 土地  3,496,395  3,496,395 3,496,395 

(3) その他  391,853  343,319 405,668 

有形固定資産 
合計 

 5,202,087  5,057,847 △144,240 5,159,139 

２．無形固定資産  48,348  37,070 △ 11,277 42,546 

３．投資その他の 
資産 

 991,613  1,226,969 235,355 1,033,032 

４．貸倒引当金  △82,868  △80,812 2,056 △81,868 

固定資産合計   6,159,181 42.5 6,241,075 44.9 81,894  6,152,850 42.5

資産合計   14,483,074 100.0 13,891,526 100.0 △ 591,548  14,487,738 100.0
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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） 
対前中間期比 

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） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形  2,247,343  2,202,760  2,141,433 

２．買掛金  1,029,773  591,495  1,079,804 

３．短期借入金 ※２ 1,700,000  800,000  1,600,000 

４．一年以内返済予
定長期借入金 

※２ 97,992  132,792  97,992 

５．一年以内償還予
定社債 

 700,000  ―  700,000 

６．未払法人税等  9,703  182,479  25,990 

７．賞与引当金  112,205  157,063  154,713 

８．製品保証引当金  133,100  147,500  133,900 

９．その他  220,290  233,108  246,790 

流動負債合計   6,250,408 43.1 4,447,199 32.0 △1,803,209  6,180,623 42.7

Ⅱ 固定負債      

１．社債  200,000  1,000,000  ― 

２．長期借入金 ※２ 228,348  199,722  179,352 

３．退職給付引当金  274,587  290,633  279,958 

４．役員退職慰労引
当金 

 136,000  ―  149,400 

５．長期未払金  ―  149,400  ― 

６．その他  ―  2,000  2,000 

固定負債合計   838,935 5.8 1,641,755 11.8 802,819  610,710 4.2

負債合計   7,089,343 48.9 6,088,954 43.8 △ 1,000,389  6,791,334 46.9
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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） 
対前中間期比 

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） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   2,159,212 14.9 ― ― △2,159,212  2,164,192 14.9

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金  2,536,082  ―  2,521,062 

２．その他資本剰余
金 

 200,000  ―  200,000 

資本剰余金合計   2,736,082 18.9 ― ― △2,736,082  2,741,062 18.9

Ⅲ 利益剰余金      

１．任意積立金  2,308,680  ―  2,308,680 

２．中間（当期）未
処分利益 

 147,680  ―  407,460 

利益剰余金合計   2,456,360 17.0 ― ― △2,456,360  2,716,140 18.8

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  42,125 0.3 ― ― △42,125  75,060 0.5

Ⅴ 自己株式   △50 △0.0 ― ― 50  △50 △0.0

資本合計   7,393,730 51.1 ― ― △7,393,730  7,696,404 53.1

負債・資本合計   14,483,074 100.0 ― ― △14,483,074  14,487,738 100.0
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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） 
対前中間期比 

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） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   ― ― 2,176,852 15.7 2,176,852  ― ―

２．資本剰余金      

 (1)資本準備金  ―  2,553,722  ― 

 (2)その他資本剰
余金 

 ―  200,000  ― 

資本剰余金合計   ― ― 2,753,722 19.8 2,753,722  ― ―

３．利益剰余金      

 (1)利益準備金  ―  ―  ― 

 (2)その他利益剰
余金 

     

別途積立金  ―  2,259,780  ― 

特別償却準備金  ―  52,290  ― 

繰越利益剰余金  ―  502,775  ― 

利益剰余金合計   ― ― 2,814,847 20,3 2,814,847  ― ―

４．自己株式   ― ― △50 △0.0 △50  ― ―

株主資本合計   ― ― 7,745,370 55.8 7,745,370  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等      

１．その他有価証券
評価差額金 

  ― ― 57,202 0.4 57,202  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 57,202 0.4 57,202  ― ―

純資産合計   ― ― 7,802,572 56.2 7,802,572  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 13,891,526 100.0 13,891,526  ― ―
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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） 
対前中間期比 

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） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   5,197,999 100.0 5,614,322 100.0 416,322  11,123,030 100.0

Ⅱ 売上原価   4,514,096 86.8 4,449,122 79.2 △64,973  9,140,886 82.2

売上総利益   683,903 13.2 1,165,199 20.8 481,296  1,982,143 17.8

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  716,556 13.8 747,004 13.3 30,448  1,510,232 13.6

営業利益   － － 418,194 7.5 418,194  471,911 4.2

営業損失   32,652 △ 0.6 ― △32,652  ― ―

Ⅳ 営業外収益 ※１  21,096 0.4 23,193 0.4 2,097  38,178 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  22,681 0.4 44,700 0.8 22,019  89,530 0.8

経常利益   ― ― 396,687 7.1 396,687  420,559 3.8

経常損失   34,237 △ 0.6 ― ― △34,237  ― ―

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 4,860 0.0 4,860  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※４  247 0.0 877 0.0 630  5,606 0.1

税引前中間（当
期）純利益 

  ― ― 400,670 7.1 400,670  414,952 3.7

税引前中間（当
期）純損失 

  34,485 △ 0.6 ― ― △34,485  ― ―

法人税、住民税
及び事業税 

 2,300  172,237  4,600 

法人税等調整額  △ 8,623 △ 6,323 △ 0.1 29,007 201,244 3.6 207,567 178,735 183,335 1.6

中間（当期）純
利益 

  ― ― 199,426 3.5 199,426  231,617 2.1

中間（当期）純
損失 

  28,162 △ 0.5 ― ― △28,162  ― ―

前期繰越利益   175,842 ―   175,842

中間（当期）未
処分利益 

  147,680 ―   407,460
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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 

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 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 別途積立金

特別償却
準備金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

2,164,192 2,541,062 200,000 2,741,062 2,259,780 48,900 407,460 2,716,140

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 12,660 12,660 12,660  

 特別償却準備金の繰入   28,286 △28,286 ―

 特別償却準備金の取崩   
（注） 

△24,896
24,896 ―

 剰余金の配当   △77,619 △77,619

利益処分による役員賞与   △23,100 △23,100

中間純利益   199,426 199,426

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） 

12,660 12,660 ― 12,660 ― 3,390 95,315 98,706

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

2,176,852 2,553,722 200,000 2,753,722 2,259,780 52,290 502,775 2,814,847

（注）特別償却準備金の取崩△24,896千円は利益処分による取崩△14,239千円と平成18年9月に取崩した△10,656千円の合計額であ

ります。 

 

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

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

△50 7,621,344 75,060 75,060 7,696,404

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行  25,320 25,320

 特別償却準備金の繰入  ― ―

 特別償却準備金の取崩  ― ―

 剰余金の配当  △77,619 △77,619

利益処分による役員賞与  △23,100 △23,100

中間純利益  199,426 199,426

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額 
（純額） 

  △17,858 △17,858 △17,858

中間会計期間中の変動額 
合計       （千
円） 

― 124,026 △17,858 △17,858 106,168

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

△50 7,745,370 57,202 57,202 7,802,572
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中間財務諸表作成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) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 １．資産の評価基準及び
評価方法 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法）に
よっております 

同左 同左 

 子会社株式 子会社株式 子会社株式 
  移動平均法による原価

法によっております。 
同左 同左 

 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

等に基づく時価法によっ
ております。 
なお、評価差額は全部

資本直入法により処理し
ており、売却原価は移動
平均法により算定してお
ります。 

中間決算日の市場価格
等に基づく時価法によっ
ております。 
なお、評価差額は全部

純資産直入法により処理
しており、売却原価は移
動平均法により算定して
おります。 

 決算日の市場価格等
に基づく時価法によっ
ております。 
 なお、評価差額は全
部資本直入法により処
理しており、売却原価
は移動平均法により算
定しております。 

 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

価法によっておりま
す。 

  同左    同左 

 (2) デリバティブ (2) デリバティブ (2) デリバティブ 
 時価法によっておりま

す。 
  ― 時価法によっておりま

す。 
 (3) たな卸資産 (3) たな卸資産 (3) たな卸資産 
 原材料 原材料 原材料 
  移動平均法による原価

法によっております。 
   同左    同左 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 
  個別法による原価法に

よっております。 
   同左    同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 
  終仕入原価法による

原価法によっておりま
す。 

   同左    同左 

（1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減価償却
の方法     定率法によっておりま

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
額法によっております。 

同左 同左 

 (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

す。 
  なお、ソフトウェア（自社

利用）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。 

同左 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） 

（1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 ３．引当金の計上基準 
 債権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。 

同左 同左 

 （2）賞与引当金 （2）賞与引当金 （2）賞与引当金 
  従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額のう
ち、当中間会計期間に対応す
る額を計上しております。 

同左  従業員の賞与の支給に備
えるため、賞与支給見込額
のうち、当期に対応する額
を計上しております。 

 （3）製品保証引当金 （3）製品保証引当金 （3）製品保証引当金 
  販売された製品の保証に伴

う支出に備えるため、過去の
発生実績率に基づいて計上し
ております。 

同左 同左 

 （4）退職給付引当金 （4）退職給付引当金 （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、各事

業年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の
一定年数（５年）による定額
法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌事業年度から費
用処理することとしておりま
す。 

同左  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、各
事業年度の発生時における
従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(５年)に
よる定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事
業年度から費用処理するこ
ととしております。 
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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） 

 （5）役員退職慰労引当金 （5）役員退職慰労引当金 （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、内規に基づく当
中間会計期間末の要支給額を
計上しております。 

平成18年６月29日の定時株
主総会の日をもって、役員退
職慰労金制度を廃止いたしま
した。なお、当該総会までの
期間に対応する役員退職慰労
金相当額については長期未払
金として表示しております。

 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．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
損益として処理しておりま
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
として処理しております。 

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 

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 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 

 税抜方式によっておりま
す。 
 なお、仮払消費税等及び
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。 

     同左  税抜方式によっておりま
す。 
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中間財務諸表作成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。これによる損益に与える影響はあり
ません。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準） 
 当中間会計期間より、「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。 
 これまでの資本の部に相当する金額は
7,802,572千円であります。 
 なお、当中間会計期間における中間貸
借対照表の純資産の部については、中間
財務諸表等規則の改正に伴い、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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（中間貸借対照表） 
「建物」は、前中間期まで、固定資産

の有形固定資産の「その他」に含めて表
示しておりましたが、当中間期末におい
て資産の総額の100分の５を超えたため区
分掲記しました。 

なお、前中間期末の「建物」の金額は
586,956千円であります。 

――――― ――――― 

 
（追加情報） 

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） 

（法人税、住民税及び事業税） 

 当中間会計期間に係る「法人税、住民税及び

事業税」及び「法人税等調整額」は、当事業年

度の利益処分において積立及び取崩を予定して

いる特別償却準備金の額を考慮して算出してお

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日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

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

1,436,388千円 1,628,556千円 1,535,550千円

※２．担保提供資産及び担保付債務 ※２．担保提供資産及び担保付債務 ※２．担保提供資産及び担保付債務 

 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。 

 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。 

 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)担保提供資産 (1)担保提供資産 (1)担保提供資産 
  

建物 253,031千円

土地 1,143,531千円

計 1,396,562千円
  

  
建物 239,154千円

土地 1,143,531千円

計 1,382,685千円
  

  
建物 243,007千円

土地 1,143,531千円

計 1,386,539千円
  

(2)担保付債務 (2)担保付債務 (2)担保付債務 
  

短期借入金 1,100,000千円

１年以内返済 

予定長期借入金 
97,992千円

長期借入金 228,348千円

計 1,426,340千円
  

  
短期借入金 400,000千円

１年以内返済 

予定長期借入金 
132,792千円

長期借入金 199,722千円

計 732,514千円
  

  
短期借入金 800,000千円

１年以内返済 

予定長期借入金 
97,992千円

長期借入金 179,352千円

計 1,077,344千円
  

 ３．受取手形の割引高  ３．受取手形の割引高  ３．受取手形の割引高 

975,680千円 ―  千円 400,000千円

※４．有形固定資産の圧縮記帳 ※４．有形固定資産の圧縮記帳 ※４．有形固定資産の圧縮記帳 

過年度において、国庫補助金の受入れによ

り、機械及び装置の取得価額から控除してい

る圧縮記帳額は21,764千円であります。 

 
 

同左 

 
 

同左 

 
 

※５        ――――― ※５．中間期末日満期手形の会計処理 ※５        ――――― 

 
 

当中間期末日は金融機関の休日であります

が、満期日に決済が行われたものとして処理

しております。中間期末残高から除かれてい

る中間期末日満期手形は次のとおりでありま

す。 

受取手形 73,161千円
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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 233千円

受取賃貸料 10,806千円

為替差益 2,629千円

為替予約評価益 1,603千円
  

  
受取利息 258千円

受取賃貸料 12,941千円

受取配当金 1,246千円

事務代行料 1,200千円

受取部品再作成費用 1,753千円

受取保険金 1,500千円
  

  
受取利息 452千円

受取賃貸料 22,375千円
  

※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 11,362千円

手形売却損 5,299千円

社債利息 3,353千円
  

  
支払利息 12,398千円

手形売却損 7,002千円

社債利息 2,959千円

為替差損 1,854千円

社債発行費 18,283千円
  

  
たな卸資産評価損 42,448千円

支払利息 25,675千円

手形売却損 10,180千円

社債利息 6,643千円
  

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

 投資有価証券売却益 4,860千円

  

 

※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 
  

工具器具及び備品除却損 247千円 
  

  
工具器具及び備品除却損 877千円

  

  
建物除却損 2,998千円

機械及び装置除却損 305千円

工具、器具及び備品除

却損 
926千円

賃借物件原状回復費用 1,375千円
  

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 125,585千円

無形固定資産 6,348千円
  

  
有形固定資産 110,980千円

無形固定資産 5,475千円
  

  
有形固定資産 253,944千円

無形固定資産 12,150千円
  

 
（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 97 ― ― 97

合計 97 ― ― 97
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① リース取引 

EDINETによる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 1,145.16円 

１株当たり中間純損失 

金額 
4.36円 

  

  

１株当たり純資産額 1,200.71円

１株当たり中間純利益 

金額 
30.71円

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益 
30.60円

  

  

１株当たり純資産額 1,186.29円

１株当たり当期純利益 

金額 
32.28円

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 
32.23円

 

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、潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失が計上されているため、記載して

おりません。 

  

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

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）純利益金額又は１株当たり

中間純損失金額（△） 
   

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）（千

円） 
△28,162 199,426 231,617 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 23,100 

（うち利益処分による役員賞与金）  （－）  （－） （23,100）

普通株式に係る中間（当期）純利益又は普通株

式に係る中間純損失金額（千円） 
△28,162 199,426 208,517 

期中平均株式数（株） 6,456,503 6,494,686 6,459,236 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額    

 中間純利益調整額（千円） － － － 

 普通株式増加数（株） － 21,555 10,851 

   （うち新株予約権（株）） （－）  （21,555） （10,851）

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）純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

平成14年６月27日定時株主総
会決議 新株予約権（ストッ
クオプション） 
新株予約権の数 1,197個。 

――― ――― 

 


