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１．平成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 （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９月中間期 20,636 (11.3) 392 (－) 1,603 (－)

17年９月中間期 18,540 (0.1) △206 (－) △267 (－)

18年３月期 35,934 △741 △762

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 563 (－) 27 17

17年９月中間期 △242 (－) △11 69

18年３月期 △257 △12 41

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 20,731,200株 17年９月中間期 20,731,200株 18年３月期 20,731,200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９月中間期 38,807 9,751 25.1 470 40

17年９月中間期 41,746 9,334 22.4 450 25

18年３月期 37,693 9,161 24.3 441 90

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 20,731,200株 17年９月中間期 20,731,200株 18年３月期 20,731,200株

②期末自己株式数 18年９月中間期 400株 17年９月中間期 400株 18年３月期 400株

２．平成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 37,500  1,500  250  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　12円06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 － 5.00 5.00

19年３月期（実績） － －  

19年３月期（予想） － 5.00 5.00

※　　上記の業績予想には、平成18年５月25日に開示の「平成18年３月期個別財務諸表の概要」に記載の通り、子会社か

らの受取配当金12億80百万円が含まれております。またこれとは別に、当事業年度末までに上記子会社から約５億80

百万円の受取配当金を受領する予定であり、同額を上記業績予想に反映させております。本資料は、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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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)

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）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 6,156,566 5,369,702 6,739,946

２．受取手形 ※５ 358,820 28,803 327,534

３．売掛金 7,183,339 7,614,792 4,615,332

４．たな卸資産 1,166,077 1,107,883 1,057,354

５．繰延税金資産 231,813 277,916 200,303

６．その他 1,613,961 1,773,058 1,647,865

貸倒引当金 △3,624 △3,968 △3,639

流動資産合計 16,706,953 40.0 16,168,188 41.7 14,584,696 38.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※1,2 1,034,430 970,846 1,002,978

(2）土地 ※2,4 3,846,009 3,846,009 3,846,009

(3）賃貸用建物 ※1,2 3,566,555 2,638,045 2,679,742

(4）賃貸用土地 ※2,4 6,597,344 5,946,405 5,946,405

(5）その他 ※１ 216,977 221,211 238,426

計 15,261,316 13,622,517 13,713,562

２．無形固定資産 159,338 189,725 208,740

３．投資その他の資産

(1）関係会社株式 6,051,648 6,091,648 6,051,648

(2）関係会社出資金 2,186,898 2,386,898 2,186,898

(3）繰延税金資産 831,444 588,536 726,818

(4）その他 1,215,323 426,654 888,161

投資損失引当金 △666,722 △666,722 △666,722

貸倒引当金 △97 － －

計 9,618,494 8,827,016 9,186,805

固定資産合計 25,039,149 60.0 22,639,259 58.3 23,109,108 61.3

資産合計 41,746,103 100.0 38,807,447 100.0 37,693,805 100.0
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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)

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）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※５ 425,466 480,350 522,896

２．買掛金 4,470,934 3,117,109 3,689,916

３．短期借入金 1,366,000 1,636,000 1,366,000

４．１年以内返済予定
の長期借入金

4,749,190 4,256,790 4,167,490

５．製品保証引当金 259,485 192,723 216,360

６．その他 1,820,476 2,112,978 2,021,093

流動負債合計 13,091,551 31.3 11,795,950 30.4 11,983,756 31.8

Ⅱ　固定負債

１．新株予約権付社債 756,600 756,600 756,600

２．長期借入金 10,668,330 9,359,040 8,580,750

３．長期預り保証金 3,982,463 3,598,494 3,600,994

４．再評価に係る繰延
税金負債

3,454,830 3,198,277 3,198,277

５．退職給付引当金 318,500 247,019 298,769

６．その他 139,629 100,190 113,540

固定負債合計 19,320,354 46.3 17,259,620 44.5 16,548,930 43.9

負債合計 32,411,905 77.6 29,055,571 74.9 28,532,687 75.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,476,176 3.5 － － 1,476,176 3.9

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 732,890 － 732,890

資本剰余金計 732,890 1.8 － － 732,890 1.9

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 4,777 － 4,777

２．中間(当期)未処分
利益

2,243,778 － 2,602,567

利益剰余金計 2,248,555 5.4 － － 2,607,345 6.9

Ⅳ　土地再評価差額金 ※４ 4,849,815 11.6 － － 4,476,016 11.9

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

26,991 0.1 － － △131,078 △0.3

Ⅵ　自己株式 △232 △0.0 － － △232 △0.0

資本合計 9,334,196 22.4 － － 9,161,117 24.3

負債資本合計 41,746,103 100.0 － － 37,693,805 100.0
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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）

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）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,476,176 3.8 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 732,890 －

資本剰余金合
計

 － － 732,890 1.9 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 4,777 －

(2）その他利益
剰余金

    

繰越利益剰
余金

 － 3,062,247 －

利益剰余金合
計

 － － 3,067,024 7.9 － －

４　自己株式  － － △232 △0.0 － －

株主資本合計  － － 5,275,859 13.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

       

１　土地再評価差
額金

※４ － － 4,476,016 11.5 － －

評価・換算差額
等合計

 － － 4,476,016 11.5 － －

純資産合計  － － 9,751,875 25.1 － －

負債純資産合計  － － 38,807,447 100.0 － －
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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）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

１．製品売上高 18,212,565 20,373,645 35,286,772

２．不動産賃貸収入 328,096 18,540,661 100.0 262,789 20,636,435 100.0 647,757 35,934,530 100.0

Ⅱ　売上原価

１．製品売上原価 14,567,553 16,412,511 28,446,729

２．不動産賃貸原価 133,827 14,701,381 79.3 87,348 16,499,860 80.0 221,128 28,667,857 79.8

売上総利益 3,839,280 20.7 4,136,574 20.0 7,266,672 20.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

4,045,898 21.8 3,744,116 18.1 8,007,689 22.2

営業利益又は営業
損失（△）

△206,618 △1.1 392,458 1.9 △741,016 △2.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当
金

13,955 1,306,028 83,720

２．受取賃貸料 53,827 64,892 109,815

３．為替差益 69,899 － 159,314

４．その他 8,840 146,523 0.8 8,693 1,379,614 6.7 35,247 388,097 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 135,212 105,180 259,872

２．売上割引 49,904 41,764 91,746

３．賃貸原価 12,604 13,434 26,226

４．為替差損 － 2,861 －

５．その他 9,548 207,269 1.1 5,589 168,829 0.8 31,955 409,801 1.1

経常利益又は経常
損失（△）

△267,364 △1.4 1,603,244 7.8 △762,720 △2.1

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 5,017 － 5,002

２．固定資産売却益 ※１ － 2,486 548,052

３．投資有価証券売却
益

 15,799   －   199,478   

４．その他  － 20,817 0.1 9 2,496 0.0 － 752,533 2.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※２ 134 11,481 10,067

２．投資有価証券評価
損

－ 672,252 －

３．訴訟関連費用  112,738   132,659   344,102   

４．退職給付会計基準
変更時差異一括償
却

 －   93,772   －   

５．構造改革費用  － 112,872 0.6 44,623 954,789 4.6 － 354,169 0.9

税引前中間純利益
又は税引前中間(当
期)純損失(△)

△359,418 △1.9 650,950 3.2 △364,357 △1.0
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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）
百分比
（％）

法人税、住民税及
び事業税

18,000 116,909 40,000

法人税等調整額 △135,120 △117,120 △0.6 △29,295 87,614 0.4 △147,049 △107,049 △0.3

中間純利益または
中間(当期)純損失
(△)

△242,298 △1.3 563,335 2.7 △257,307 △0.7

前期繰越利益 2,486,076 － 2,486,076

土地再評価差額金
取崩額

－ － 373,798

中間（当期）未処
分利益

2,243,778 － 2,602,567
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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
資本剰余金
合計

利益準備
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）
1,476,176 732,890 732,890 4,777 2,602,567 2,607,345 △232 4,816,180

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － △103,656 △103,656 － △103,656

中間純利益 － － － － 563,335 563,335 － 563,335

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）
－ － － － 459,679 459,679 － 459,679

平成18年9月30日　残高　

（千円）
1,476,176 732,890 732,890 4,777 3,062,247 3,067,024 △232 5,275,859

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高

（千円）
△131,078 4,476,016 4,344,937 9,161,117

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － － △103,656

中間純利益 － － － 563,335

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
131,078 － 131,078 131,078

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
131,078 － 131,078 590,758

平成18年9月30日　残高

（千円）
－ 4,476,016 4,476,016 9,751,875

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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．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

イ．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

イ．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

イ．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）

ロ．時価のないもの

　移動平均法による原価法

ロ．時価のないもの

同左

ロ．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

総平均法による原価法

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

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　　　　　15～50年

賃貸用建物　　15～39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

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

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

実績率に基づき、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）投資損失引当金

　関係会社への投資に係る損失に

備えるため、業績が悪化している

関係会社について、財政状態およ

び今後の業績予想等を勘案して、

所要額を見積計上しております。

(2）投資損失引当金

同左

(2）投資損失引当金

同左

(3）製品保証引当金

　製品のアフターサービスによる

費用の発生に備えるため、売上高

を基準として過去の実績率に基づ

いて計上しております。

(3）製品保証引当金

同左

(3）製品保証引当金

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）

(4）退職給付引当金

　当社は、平成13年３月31日現在

において年齢が50歳以上であった

従業員を対象とする退職一時金制

度を有しており（当該制度は平成

13年３月31日の退職金規程の廃止

にともなう経過的措置）、当該従

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

債務の見込額に基づいて、計上し

ております。

　会計基準変更時差異については

９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

　当社は、平成13年３月31日現在

において年齢が50歳以上であった

従業員を対象とする退職一時金制

度を有しており（当該制度は平成

13年３月31日の退職金規程の廃止

にともなう経過的措置）、当該従

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

債務の見込額に基づいて、計上し

ております。

　会計基準変更時差異については

９年による按分額を費用処理して

おります。

　なお、当中間会計期間において

構造改革及び定年退職等による大

量退職が発生したため、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第1

号）を適用し、当該退職者に対応

する会計基準変更時差異の未処理

額を一括償却しております。

(4）退職給付引当金

　当社は、平成13年３月31日現在

において年齢が50歳以上であった

従業員を対象とする退職一時金制

度を有しており（当該制度は平成

13年３月31日の退職金規程の廃止

にともなう経過的措置）、当該従

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

の見込額に基づいて、計上してお

ります。

　会計基準変更時差異については、

９年による按分額を費用処理して

おります。

４．外貨建の資産及び負債の

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
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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）

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理に

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

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。

(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

　当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

①　ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…製品輸出による

外貨建売上債

権

①　ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…製品輸出による

外貨建売上債

権

②　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…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(3）ヘッジ方針

　デリバティブリスク管理方針に

基づき、ヘッジ対象に係る為替相

場変動リスクおよび金利変動リス

クを一定の範囲内でヘッジしてお

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

　ヘッジ対象の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計を

基礎にして、ヘッジ有効性を評価

しております。ただし、特例処理

の要件を満たしているものについ

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

７．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

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

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））および「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））お

よび「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）および「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準の適用指針」

（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

れまでの資本の部の合計に相当する金

額は9,751百万円であります。　

　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。 

 ─────────
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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）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         2,989,178千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

          2,743,591千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

            2,769,361千円

※２．担保資産及び担保対応債務

　担保に供している資産ならびに担

保対応債務は次のとおりであります。

※２．担保資産及び担保対応債務

　担保に供している資産ならびに担

保対応債務は次のとおりであります。

※２．担保資産及び担保対応債務

　担保に供している資産ならびに担

保対応債務は次のとおりであります。

担保資産

建物    1,032,990千円

土地 3,846,009

賃貸用建物 3,566,555

賃貸用土地 6,597,344

計  15,042,898千円

担保資産

建物   969,653千円

土地 3,846,009

賃貸用建物 2,638,045

賃貸用土地 5,946,405

計   13,400,112千円

担保資産

建物 1,001,676千円

土地 3,846,009

賃貸用建物 2,679,742

賃貸用土地 5,946,405

計 13,473,832千円

担保対応債務

１年以内返済予

定の長期借入金
2,285,500千円

その他流動負債 10,719

長期借入金 8,399,900

長期預り保証金 3,907,700

計 14,603,819千円

担保対応債務

１年以内返済予

定の長期借入金
2,156,000千円

長期借入金 8,139,400

長期預り保証金 3,500,000

計 13,795,400千円

担保対応債務

１年以内返済予

定の長期借入金
2,242,000千円

長期借入金 7,194,400

長期預り保証金 3,500,000

計   12,936,400千円

（注）　上記のほか、オンキヨーエレ

クトロニクス㈱の土地

2,156,568千円および建物

257,353千円が上記借入金の担

保に供されております。

（注）　上記のほか、オンキヨーエレ

クトロニクス㈱の土地 

2,156,568千円、建物233,623千

円およびオンキヨーマーケティ

ング㈱の建物15,991千円が上記

借入金の担保に供されておりま

す。

（注）　上記のほか、オンキヨーエレ

クトロニクス㈱の土地

2,156,568千円、建物243,804千

円およびオンキヨーリブ㈱の建

物16,701千円が上記借入金の担

保に供されております。

　３．偶発債務

保証債務

　下記関係会社の金融機関からの

借入に対し、債務保証を行ってお

ります。

　３．偶発債務

保証債務

　下記関係会社の金融機関からの

借入に対し、債務保証を行ってお

ります。

　３．偶発債務

保証債務

　下記関係会社の金融機関からの

借入に対し、債務保証を行ってお

ります。

被保証会社 金額（千円）

鳥取オンキヨー㈱ 648,000

オンキヨーエレク
トロニクス㈱

383,900

被保証会社 金額（千円）

鳥取オンキヨー㈱ 545,000

オンキヨーエレク
トロニクス㈱

232,000

被保証会社 金額（千円）

鳥取オンキヨー㈱ 570,000

オンキヨーエレク
トロニクス㈱

274,000
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※４．土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成

10年３月31日公布法律第34号）に基

づき、事業用の土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を資本の部に計上

しております。

※４．土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成

10年３月31日公布法律第34号）に基

づき、事業用の土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を純資産の部に計

上しております。

※４．土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成

10年３月31日公布法律第34号）に基

づき、事業用の土地の再評価を行い、

土地再評価差額金を資本の部に計上

しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119

号）第２条第４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算定するため

に国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に基づいて、奥

行価額補正等合理的な調整を行って

算出しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119

号）第２条第４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算定するため

に国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に基づいて、奥

行価額補正等合理的な調整を行って

算出しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119

号）第２条第４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算定するため

に国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に基づいて、奥

行価額補正等合理的な調整を行って

算出しております。

再評価を行った年月日

平成11年３月31日

再評価を行った年月日

平成11年３月31日

再評価を行った年月日

平成11年３月31日

再評価を行った

土地の中間期末

における時価と

再評価後の帳簿

価額との差額

 △2,910,004千円

再評価を行った

土地の中間期末

における時価と

再評価後の帳簿

価額との差額

△2,954,704千円

再評価を行った

土地の期末にお

ける時価と再評

価後の帳簿価額

との差額

 △2,748,956千円

 ※５．　　─────────  ※５．中間期末日満期手形

 中間期末満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日が金融

機関の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しており

ます。当中間期末満期手形の金額は、

次のとおりであります。

受取手形    4,160千円

支払手形    1,110千円

 ※５．　　─────────
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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．　　　───── ※１．固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。

※１．固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。

その他 2,486

計 2,486千円

建物 301,086千円

機械装置 6,865

工具器具備品 1,842

土地 238,260

計 548,052千円

※２．固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。

※２．固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。

※２．固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。

建物   40千円

その他 94

計    134千円

建物  3,689千円

その他 7,792

計 11,481千円

建物        173千円

機械装置 288

工具器具備品 9,195

その他 411

計     10,067千円

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 134,311千円

無形固定資産 29,673

有形固定資産 106,741千円

無形固定資産 41,678

有形固定資産 278,803千円

無形固定資産 66,338
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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）

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 400 － － 400

合計 400 － － 400
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①　リース取引

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）

　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

（借主側）

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

（借主側）

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

額及び中間期末残高相当額

（借主側）

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）

(有形固
定資産)

その他 18,372 3,323 15,048

合計 18,372 3,323 15,048

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）

(有形固
定資産)

その他 15,261 4,941 10,320

合計 15,261 4,941 10,320

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）

(有形固
定資産)

その他 15,261 3,921 11,340

合計 15,261 3,921 11,340

（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。

（注）　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      2,611千円

１年超    12,437千円

合計   15,048千円

１年内 1,509千円

１年超 8,810千円

合計 10,320千円

１年内 1,774千円

１年超 9,565千円

合計 11,340千円

（注）　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。

（注）　同左 （注）　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     2,044千円

減価償却費相

当額
     2,044千円

支払リース料  1,019千円

減価償却費相

当額
1,019千円

支払リース料 2,883千円

減価償却費相

当額
2,883千円

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

 （減損損失について） 

同左 
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②　有価証券

　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）および前事業年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）のいずれにおいても子会社株式および関

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    450円25銭

１株当たり中間純損失  △11円69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、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  470円40銭

１株当たり中間純利益 27円17銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益

22円87銭

１株当たり純資産額    441円90銭

１株当たり当期純損失  △12円41銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純損失であるため記載しており

ません。

　（注）　１株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失（△）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株当たり当期純利益又は中間純損失

（△）

中間純利益又は中間(当期)純損失

（△）（千円）
△242,298 563,335 △257,307

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は中間(当

期)純損失（△）（千円）
△242,298 563,335 △257,307

期中平均株式数（千株） 20,731 20,731 20,731

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） － 3,900 －

（うち新株予約権） － － －

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

第１回転換社債型新株

予約権付社債（券面総

額756,600千円）および

旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

（ストックオプショ

ン）普通株式 880,000

株

旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

（ストックオプショ

ン）普通株式580,000株

第１回転換社債型新株

予約権付社債（券面総

額756,600千円）および

旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

（ストックオプショ

ン）普通株式 880,000

株

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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