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１．平成17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17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 ％

17年12月中間期 5,981 (△36.2) 1,127 (△38.7) 1,045 (△31.1)

16年12月中間期 9,375 (   9.3) 1,839 (  40.9) 1,518 (  50.5)

17年６月期 15,510 2,492 1,923

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 579 (△15.8) 82 44

16年12月中間期 688 (  67.0) 98 37

17年６月期 689 86 85

（注）①期中平均株式数 17年12月中間期 7,033,171株 16年12月中間期 7,000,180株 17年６月期 7,016,997株

②会計処理の方法の変更 有

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）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

17年12月中間期 0 00 　　　　――――――

16年12月中間期 0 00 　　　　――――――

17年６月期 　　　　―――――― 35 00

(3）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 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 54,279 19,295 35.5 2,748 58

16年12月中間期 53,227 18,954 35.6 2,965 15

17年６月期 50,859 19,025 37.4 2,693 50

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 7,020,314株 16年12月中間期 7,032,814株 17年６月期 7,033,814株

②期末自己株式数 17年12月中間期 14,612株 16年12月中間期 1,112株 17年６月期 1,112株

２．平成18年６月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 14,000  2,400  1,200  35 00 35 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　170円93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10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16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 7,919,593 8,066,671 6,914,466

２．受取手形 ※３ 3,444,114 2,069,323 1,926,561

３．売掛金 3,058,418 2,166,248 1,994,235

４．たな卸資産 6,364,879 6,178,852 6,461,055

５．預け金 ※４ 1,849,999 － －

６．その他 805,059 1,056,380 1,296,553

貸倒引当金 △30,000 △45,000 △45,000

流動資産合計 23,412,064 44.0 19,492,476 35.9 18,547,871 36.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 444,317 557,571 427,505

(2) 土地 ※２ 1,090,018 1,090,018 1,090,018

(3) その他 401,008 169,419 354,474

有形固定資産合計 1,935,343 3.6 1,817,009 3.4 1,871,998 3.7

２．無形固定資産 93,380 0.2 18,500 0.0 85,421 0.1

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 26,830,945 30,580,874 28,066,582

(2) 繰延税金資産 364,479 281,771 449,769

(3) その他 591,291 2,094,129 1,842,917

貸倒引当金 － △5,350 △5,350

投資その他の資産
合計

27,786,716 52.2 32,951,425 60.7 30,353,919 59.7

固定資産合計 29,815,441 56.0 34,786,935 64.1 32,311,339 63.5

資産合計 53,227,505 100.0 54,279,411 100.0 50,859,211 100.0
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前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※３ 1,672,379 549,381 642,252

２．買掛金 1,243,262 1,101,982 749,762

３．短期借入金 ※２ 12,800,000 10,700,000 9,500,000

４．１年内返済予定長
期借入金

※２ 4,122,400 3,185,400 3,608,600

５．１年内償還予定社
債

※４ 2,570,000 1,360,000 1,520,000

６．未払法人税等 356,281 461,079 －

７．賞与引当金 82,586 81,016 331,284

８．その他 ※４ 366,795 263,598 267,312

流動負債合計 23,213,704 43.6 17,702,458 32.6 16,619,211 32.7

Ⅱ　固定負債

１．社債 2,360,000 5,500,000 4,700,000

２．長期借入金 ※２ 8,642,400 11,738,000 10,460,000

３．退職給付引当金 56,899 43,066 54,415

固定負債合計 11,059,299 20.8 17,281,066 31.9 15,214,415 29.9

負債合計 34,273,004 64.4 34,983,525 64.5 31,833,626 62.6

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,237,433 9.8 5,238,779 9.7 5,238,779 10.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 6,738,623 6,739,969 6,739,969

資本剰余金合計 6,738,623 12.7 6,739,969 12.4 6,739,969 13.3

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 144,844 144,844 144,844

２．任意積立金 3,516,824 3,511,552 3,516,824

３．中間(当期)未処分
利益

3,323,337 3,583,070 3,324,143

利益剰余金合計 6,985,006 13.1 7,239,467 13.3 6,985,812 13.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

△717 △0.0 112,481 0.2 66,867 0.1

Ⅴ　自己株式 △5,843 △0.0 △34,811 △0.1 △5,843 △0.0

資本合計 18,954,501 35.6 19,295,886 35.5 19,025,584 37.4

負債資本合計 53,227,505 100.0 54,279,411 100.0 50,859,211 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,375,835 100.0 5,981,679 100.0 15,510,675 100.0

Ⅱ　売上原価 4,641,363 49.5 2,592,625 43.3 7,414,492 47.8

売上総利益 4,734,471 50.5 3,389,053 56.7 8,096,182 52.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

2,894,907 30.9 2,261,638 37.8 5,603,356 36.1

営業利益 1,839,564 19.6 1,127,414 18.9 2,492,826 16.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 10,139 0.1 236,230 3.9 87,138 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 330,761 3.5 317,657 5.3 656,636 4.2

経常利益 1,518,942 16.2 1,045,988 17.5 1,923,328 12.4

Ⅵ　特別利益 － － 4,828 0.1 5,305 0.0

Ⅶ　特別損失 ※３ 297,379 3.2 27,911 0.5 653,798 4.2

税引前中間(当期)
純利益

1,221,562 13.0 1,022,904 17.1 1,274,835 8.2

法人税、住民税及
び事業税

332,000 435,300 564,000

法人税等調整額 200,928 532,928 5.7 7,765 443,065 7.4 21,395 585,395 3.8

中間(当期)純利益 688,634 7.3 579,839 9.7 689,440 4.4

前期繰越利益 2,634,703 3,003,231 2,634,703

中間(当期)未処分
利益

3,323,337 3,583,070 3,324,143
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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16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17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

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

(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 同左 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

同左

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）

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

　なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。　

（表示方法の変更）　

　「証券取引法等の一部を改正す

る法律」（平成16年法律第97条）

が平成16年６月９日に公布され、

平成16年12月１日より適用となる

こと及び「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告

第14号）が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、当中間

会計期間から投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）を投

資有価証券として表示する方法に

変更いたしました。

　なお、当中間会計期間に含まれ

る当該出資の中間貸借対照表計上

額は338,457千円であります。

時価のないもの

同左

　なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。　

（表示方法の変更）　

 「証券取引法等の一部を改正す

る法律」（平成16年法律第97条）

が平成16年６月９日に公布され、

平成16年12月１日より適用となる

こと及び「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告

第14号）が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、当期か

ら投資事業有限責任組合及びそれ

に類する組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）を投資有価証券

として表示する方法に変更いたし

ました。

　なお、当期に含まれる当該出資

の貸借対照表計上額は378,869千

円であります。

　また、前期まで「出資金評価

損」「投資損失」として表示して

おりました持分相当額の差額は当

期より「投資事業組合等損失」と

して表示しております。

　前期において独立掲記しており

ました「出資金」は、当期におい

ては投資その他の資産の「その

他」に50千円含まれております。

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

商品

　移動平均法による低価法

商品

同左

商品

同左

製品・原材料・仕掛品

　総平均法による原価法

製品・原材料・仕掛品

同左

製品・原材料・仕掛品

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。但し、

有形固定資産の「その他」に含ま

れる工具・器具及び備品のうち設

置用医療機器については、定額法

によっております。

　また、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、定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物及び構築物　8～50年

　機械装置　　　　　 12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

　定額法によっております。但し、

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

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）賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えて、

賞与支給見込額の当中間会計期間

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、将来の支給見

込額のうち、当事業年度の負担額

を計上しております。

(3）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

（44,843千円）については、５年

による按分額の２分の１を特別損

失処理しております。

(3）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。

(3）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

計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（44,843千円）については５年に

よる按分額を特別損失処理してお

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16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　外貨建金銭債務のうち、通貨オ

プション及び通貨スワップを付し

ているものについて振当処理の要

件を満たしている場合は振当処理

を行っております。

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を

採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　外貨建金銭債務のうち、通貨オ

プション及び通貨スワップを付し

ているものについて振当処理の要

件を満たしている場合は振当処理

を行っております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

通貨オプション…外貨建輸入取引

通貨スワップ …同上

ヘッジ手段 ヘッジ対象

通貨オプション…外貨建輸入取引

通貨スワップ …同上

金利スワップ …借入金に係る金

利変動

同左

(3）ヘッジ方針

　当社の内部規程である「市場リ

スク管理規程」及び「リスク別管

理要領」に基づき、為替変動リス

クを軽減することを目的に行って

おります。

(3）ヘッジ方針

　当社の内部規程である「市場リ

スク管理規程」及び「リスク別管

理要領」に基づき、為替変動リス

ク及び金利変動リスクを軽減する

ことを目的に行っております。

(3）ヘッジ方針

　当社の内部規程である「市場リ

スク管理規程」及び「リスク別管

理要領」に基づき、為替変動リス

クを軽減することを目的に行って

おります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、継続

して為替の変動による影響と相殺

または一定の範囲に限定する効果

が見込まれるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、継続

して為替及び金利の変動による影

響と相殺または一定の範囲に限定

する効果が見込まれるため、その

判定をもってヘッジの有効性の判

定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、継続

して為替の変動による影響と相殺

または一定の範囲に限定する効果

が見込まれるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。

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

　消費税等の会計処理は、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

税等は相殺したうえ、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

　消費税等の会計処理は、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16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17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。 

──────

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

────── （中間貸借対照表）

　前中間会計期間において独立掲記しておりました「預け

金」は、当中間会計期間においては流動資産の「その他」

に20,901千円含まれております。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　平成16年12月17日付で、当社は、イーメッ

クス株式会社から共同開発の停止による損害

賠償請求として10億円の訴訟の提起を受けま

した。イーメックス株式会社との共同開発契

約の締結は、契約の締結に先立ちイーメック

ス株式会社が行ったプレゼンテーションによ

り、同社の技術水準および製品部品の性能を

錯誤した結果によるものであります。その後、

イーメックス株式会社の技術水準では、共同

研究が当初の目的を達成することが不可能で

あることが明らかとなったことから、共同開

発の中止を検討するに至りました。しかるに、

同社は、全く完成の目処すらたたない共同開

発製品の、しかも不確実性に満ちた将来の販

売目標から、同社の得べかりしロイヤリティー

を算定し、当社に対して損害賠償請求の訴訟

を提起したものです。

　当社は、未だ完成の目処さえつかない製品

の販売目標を将来利益と考え算定されたロイ

ヤリティーが損害賠償請求の対象となるとは

到底考えておらず、今回の訴訟が当社の将来

の経営成績および財政状態に与える影響は、

全くないと考えております。

────── ──────
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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16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度末
（平成17年６月30日）

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

1,243,231千円 813,540千円 976,461千円

※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。

(イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産

建物 170,775千円

土地 890,545

計 1,061,320

建物 162,722千円

土地 890,545

計 1,053,267

建物 166,650千円

土地 890,545

計 1,057,195

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

短期借入金 2,984,000千円

長期借入金 1,330,000

(１年内返済予定長期借入金を含む)

計 4,314,000

短期借入金 2,600,000千円

長期借入金 1,678,000

(１年内返済予定長期借入金を含む)

計 4,278,000

短期借入金 3,140,000千円

長期借入金 1,589,000

(１年内返済予定長期借入金を含む)

計 4,729,000

※３．中間期末日満期手形 ※３．中間期末日満期手形 ※３．　　　　　　─────

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

　したがって、当中間期末日は金融機関

が休日のため、次のとおり中間期末日満

期手形が当中間期末残高に含まれており

ます。

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

　したがって、当中間期末日は金融機関

が休日のため、次のとおり中間期末日満

期手形が当中間期末残高に含まれており

ます。

受取手形 228,352千円

支払手形 370,451千円

受取手形 107,861千円

支払手形 6,008千円

※４．平成16年９月15日に発行いたしました

転換社債型新株予約権付社債に関連する

金額がそれぞれ以下の勘定科目に次のと

おり含まれております。なお、同社債は、

平成17年１月12日に繰上償還されます。

※４．　　　　　　───── ※４．　　　　　　─────

勘定科目 金額

預け金 1,849,999千円

一年内償還予定社債 1,850,000

その他（流動負債） 7,000

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行19行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行25行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

　５．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行19行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら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。

当座貸越限度額及び貸

出コミットメントの総

額

19,100,000千円

借入実行残高 11,000,000

差引額 8,100,000

当座貸越限度額及び貸

出コミットメントの総

額

16,700,000千円

借入実行残高 9,700,000

差引額 7,000,000

当座貸越限度額及び貸

出コミットメントの総

額

18,100,000千円

借入実行残高 7,900,000

差引額 10,200,000
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17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 206千円

受取配当金 723

受取利息 19,219千円

受取配当金 1,119

為替差益 208,818

受取利息 3,860千円

受取配当金 1,829

※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 186,171千円

社債発行費 25,761

支払利息 180,875千円

社債発行費 14,000

支払利息 367,223千円

社債発行費 68,511

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

投資損失 13,375千円

出資金評価損 49,909

投資有価証券評価損 500

退職給付会計基準変

更時差異償却
4,484

長期前払費用償却損 208,000

投資事業組合等損失 7,226千円 投資有価証券評価損 316,754千円

退職給付会計基準変

更時差異償却

8,968

長期前払費用償却損 208,000

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 95,107千円

無形固定資産 16,545

有形固定資産 61,482千円

無形固定資産 10,115

有形固定資産 177,024千円

無形固定資産 34,334

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．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)

551,039 433,906 117,132

合計 551,039 433,906 117,132

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)

389,022 309,469 79,552

合計 389,022 309,469 79,552

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)

543,859 463,510 80,349

合計 543,859 463,510 80,349

(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 81,702千円

１年超 127,914

合計 209,616

１年内 66,389千円

１年超 85,607

合計 151,996

１年内 70,483千円

１年超 93,887

合計 164,370

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 55,928千円

減価償却費相当額 37,571千円

支払利息相当額 4,650千円

支払リース料 41,906千円

減価償却費相当額 26,385千円

支払利息相当額 3,584千円

支払リース料 105,096千円

減価償却費相当額 74,355千円

支払利息相当額 8,573千円

(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

零とする定率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

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 2,695.15円

１株当たり中間純利益

金額
98.37円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
98.09円

１株当たり純資産額 2,748.58円

１株当たり中間純利益

金額
82.44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、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 2,693.50円

１株当たり当期純利益

金額
86.85円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
86.84円

　（注）１株当たり中間（当期）純利益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16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 688,634 579,839 689,440

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 80,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (80,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 688,634 579,839 609,440

期中平均株式数（千株） 7,000 7,033 7,016

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） 19 － －

（うち新株予約権） (19) (－) (－)

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

新株予約権

平成15年９月25日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　4,380個

新株予約権

平成14年９月20日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　2,320個

平成15年９月25日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　4,080個

平成17年９月22日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　8,785個

新株予約権

平成15年９月25日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　4,255個
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 　当社は、決算期後に株式会社アイアールメ

ディカル工房の株式を取得し子会社化いたし

ました。

(1) 株式取得の目的

　当社は、これまで循環器分野（インター

ベンショナル・カーディオロジー）で使

用される血管内検査用および治療用カテー

テル等の開発、製造、輸入、販売を中心

に事業を推進してまいりました。

　この度、当社にとりまして新しい事業

分野に進出するため、株式会社アイアー

ルメディカル工房の株式を取得すること

により子会社化いたしました。

(2) 株式会社アイアールメディカル工房の概要

①商号 株式会社アイアール

メディカル工房

②主な事業の内容 脳血管内治療、放射

線科治療を中心とし

たデバイスの開発

③資本の額 453百万円

④発行済株式総数 3,965株

(3) 株式取得の時期

　平成17年７月から８月

(4) 取得株式数、取得価額および取得前後の

所有株式の状況

 　（平成17年8月22日現在）

①異動前の所有株式

数

1,550株（所有割合

39.1%）

②取得株式数 1,305株

③取得価額 221百万円

④異動後の所有株式

数

2,853株（所有割合

72.0%）

－ 56 －




