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平成１８年９月期    個別中間財務諸表の概要                    

平成１８年５月１９日 

 
会 社 名        株式会社 ダルトン  上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ  
コ ー ド 番 号        ７４３２ 本社所在都道府県    東京都 
 ( URL  http://www.dalton.co.jp ) 

代 表 者        役 職 名  代表取締役社長  
 氏  名  矢 澤 英 人   
問い合 わせ先        責任者役職名  代表取締役副社長  
 氏  名  矢 澤 明 人 ＴＥＬ （03）5261－3826 
決算取締役会開催日   平成 18 年５月 19 日     中間配当制度の有無   有 
中間配当支払開始日  平成 －年－月 －日         単元株制度採用の有無  有（１単元 1,000 株） 
 
１．１８年３月中間期の業績（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年 3 月 31 日） 

（１）経 営 成 績        （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        

 

18 年３月中間期 

百万円 
８，４６２ 

％ 
(  １１．３) 

百万円 
２４１   

％ 
(     ―     ) 

百万円 
１９５  

％ 
(     ―     ) 

17 年３月中間期 ７，６０３ ( △ ２５．１) △１７０   (     ―     ) △２０９  (     ―     ) 

1 7 年 ９ 月 期 １４，０７８  △２８７  １３  
 

１株当たり中間         

 
中間（当期）純利益        

（当期）純利益        
 

 
18 年３月中間期 

百万円 
    １７８ 

％ 
(     ―     ) 

円          銭 
   ３５．０２ 

 

17 年３月中間期 △２０４ (     ―     ) △４０．３０  

1 7 年 ９ 月 期 △ ９２    △１８．２２  

（注）  ① 期中平均株式数 18 年３月中間期 5,106,464 株 17 年３月中間期 5,077,739 株  17 年９月期 5,077,343 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）配 当 状 況        

 

 

１ 株 当 た り 
中 間 配 当 金 

１ 株 当 た り 
年 間 配 当 金 

 

18 年３月中間期 

円          銭 
        ０  ０ 

円          銭 
― 

17 年３月中間期         ０  ０ ― 
1 7 年 ９ 月 期 ―         ０  ０ 

 
 
（３）財 政 状 態                                                    （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        
 

18 年３月中間期 

百万円 
       １２，５４９ 

百万円 
       １，６７１ 

％ 
         １３．３ 

円          銭 
          ３２２．６５ 

17 年３月中間期        １４，３３０        １，３５６           ９．５           ２６７．１４ 
1 7 年 ９ 月 期        １１，６３９        １，４６４         １２．６        ２８８．５８ 

（注）  ① 期末発行済株式数  18 年３月中間期 5,182,047 株  17 年３月中間期 5,077,247 株  17 年９月期 5,076,447 株 
 ② 期末自己株式数   18 年３月中間期   168,200 株 17 年３月中間期  273,000 株  17 年９月期   273,800 株 
  
          
２．１８年９月期の業績予想（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年９月 30 日） 

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金                
売 上 高        経 常 利 益        当 期 純 利 益        

期 末       
 

通     期

百万円 
    １５，４１３ 

百万円 
       １３０   

百万円 
     １０９ 

円          銭 
０  ０  

円          銭 
０  ０  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）21 円 03 銭  
 
※上記の予想は、本資料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ます。 

 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可能性があります。 
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（６）－① 中 間 貸 借 対 照 表              
 

  
前中間会計期間末 

 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年９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 ※２ 2,381,223   1,757,427   2,027,257   

２．受取手形  800,452   248,540   378,783   

３．売掛金  4,557,170   4,988,656   3,361,618   

４．たな卸資産  943,464   704,394   821,393   

５．短期貸付金 ※６ 507,800   －   169,394   

６．その他  180,188   84,693   180,811   

貸倒引当金  －7,812   －3,256   －5,408   

流動資産合計   9,362,487 65.4  7,780,457 62.0  6,933,850 59.5 

Ⅱ．固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 876,329   807,922   841,523   

(2）土地 ※２ 1,868,045   1,868,045   1,868,045   

(3）その他 ※１ 66,922   66,583   69,267   

計  2,811,297   2,742,551   2,778,836   

２．無形固定資産  150,234   113,017   130,584   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  97,906   24,777   17,040   

(2）関係会社株式  1,407,350   1,250,350   1,290,650   

(3）役員・従業員事
業保険積立金 

 58,800   58,800   58,800   

(4）その他  442,220   589,058   434,089   

貸倒引当金  －7,105   －13,891   －9,650   

計  1,999,171   1,909,094   1,790,928   

固定資産合計   4,960,703 34.6  4,764,663 38.0  4,700,348 40.4 

Ⅲ．繰延資産   7,208 0.0  4,325 0.0  5,766 0.1 

資産合計   14,330,399 100.0  12,549,445 100.0  11,639,966 100.0 
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前中間会計期間末 

 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年９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  2,623,964   2,654,482   1,946,570   

２．買掛金  2,411,968   2,391,450   1,741,598   

３. １年以内償還予定
の社債 

 80,000   80,000   80,000   

４．短期借入金 ※２ 3,224,239   2,626,440   2,646,439   

５．未払法人税等  11,949   13,388   23,007   

６．賞与引当金  ―   44,440   －   

７．その他 ※７ 353,776   347,419   290,347   

流動負債合計   8,705,898 60.7  8,157,621 65.0  6,727,964 57.8 

Ⅱ．固定負債           

１．社債  320,000   240,000   280,000   

２．長期借入金 ※２ 2,640,480   1,364,040   1,849,760   

３．退職給付引当金  1,181,371   1,104,866   1,190,894   

４．役員退職慰労引当
金 

 114,162   －   120,821   

５．その他  12,162   10,949   5,545   

固定負債合計   4,268,176 29.8  2,719,855 21.7  3,447,020 29.6 

負債合計   12,974,074 90.5  10,877,476 86.7  10,174,984 87.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ．資本金   659,207 4.6  659,207 5.3  659,207 5.7 

Ⅱ．資本剰余金           

１．資本準備金  675,327   675,327   675,327   

２．その他資本剰余金  128   3,584   128   

資本剰余金合計   675,455 4.7  678,911 5.4  675,455 5.8 

Ⅲ．利益剰余金           

１．利益準備金  46,600   46,600   46,600   

２．任意積立金  155,000   145,000   155,000   

３．中間未処分利益又
は中間（当期）未
処理損失(－) 

 －121,947   178,987   －9,826   

利益剰余金合計   79,652 0.6  370,587 2.9  191,773 1.7 

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金 

  7,691 0.1  3,938 0.0  4,425 0.0 

Ⅴ．自己株式   －65,682 －0.5  －40,675 －0.3  －65,880 －0.6 

資本合計   1,356,324 9.5  1,671,969 13.3  1,464,981 12.6 

負債資本合計   14,330,399 100.0  12,549,445 100.0  11,639,966 100.0 
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（６）－② 中 間 損 益 計 算 書               
 
 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９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   7,603,252 100.0  8,462,502 100.0  14,078,250 100.0 

Ⅱ．売上原価   5,568,317 73.2  6,193,622 73.2  10,251,928 72.8 

売上総利益   2,034,934 26.8  2,268,880 26.8  3,826,321 27.2 

Ⅲ．販売費及び一般管理
費 

  2,204,980 29.0  2,027,032 23.9  4,114,170 29.2 

営業利益又は営業
損失(－) 

  －170,045 -2.2  241,848 2.9  －287,848 －2.0 

Ⅳ．営業外収益 ※１  54,316 0.7  42,405 0.5  496,556 3.5 

Ⅴ．営業外費用 ※２  93,499 1.3  88,847 1.1  195,128 1.4 

経常利益又は経常
損失(－) 

  －209,228 -2.8  195,406 2.3  13,579 0.1 

Ⅵ．特別利益 ※３  20,504 0.3  98,005 1.2  39,762 0.3 

Ⅶ．特別損失 ※４  10,665 0.1  109,105 1.3  134,385 1.0 

税引前中間純利益
又は税引前中間
(当期)純損失(－) 

  －199,388 -2.6  184,305 2.2  －81,043 －0.6 

法人税、住民税及
び事業税 

 5,234 5,234 0.1 5,492 5,492 0.1 11,458 11,458 0.1 

中間純利益又は中
間(当期)純損失
(－) 

  －204,622 -2.7  178,813 2.1  －92,501 －0.7 

前期繰越利益   82,675   173   82,675  

中間未処分利益又
は中間(当期)未処
理損失(－) 

  －121,947   178,987   －9,826  
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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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30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 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

 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（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） 

同左 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 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 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 商品 

売渡先の確定している商品

（個別受注商品）は個別法

による原価法、その他は移

動平均法による原価法に

よっております。 

商品 

       同左 

 

商品 

    同左 

 

 ― 貯蔵品 

最終仕入原価法によっており

ます。 

貯蔵品 

      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（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）を採用してお

ります。なお、定率法を採用

しているものについては、当

中間会計期間末現在の年間減

価償却費見積額を期間により

按分し計上しております。 

主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物     ５～50年 

工具・器具及び備品 

２～15年 

定率法（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）を採用してお

ります。なお、定率法を採用

しているものについては、当

中間会計期間末現在の年間減

価償却費見積額を期間により

按分し計上しております。 

主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物     ３～50年 

工具・器具及び備品 

２～15年 

定率法（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）を採用してお

ります。 

主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物     ３～50年 

工具・器具及び備品 

       ２～15年 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエ

アについては社内における利

用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

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

 売掛金等の債権の貸倒損失に

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充てる

ため、支給対象期間に応じた

支給見込額を計上しておりま

す。 

 なお、当中間会計期間にお

いては、支給見込額がないた

め計上しておりません。 

従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給対象期間に応じた

支給見込額を計上しておりま

す。 

従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給対象期間に応じた

支給見込額を計上しておりま

す。 

 なお、当事業年度において

は、支給見込額がないため計

上しておりません。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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。 

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（10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。 

執行役員等については内規に

基づく中間期末要支給額を計

上し、退職給付引当金に含め

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（10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。 

執行役員等については、内規

に基づく期末要支給額を計上

し、退職給付引当金に含めて

おります。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 (4）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。 

(4）役員退職慰労引当金 

― 

(4）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。 

  (追加情報) 

役員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づ

く期末要支給額を役員退職慰労引

当金に計上しておりましたが、平

成18年３月30日開催の取締役会に

おいて、役員退職慰労金規程を廃

止することを決議いたしました。

これにより、当中間会計期間の支

給後の役員退職慰労引当金残高

97,920千円を全額取り崩し、特別

利益に計上しております。 

 

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、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。 

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16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (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。金利スワップ・キャッ

プについて特例処理の要件を

満たしている場合には、特例

処理を採用しております。 

同左 同左 

 (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…金利スワップ・

キャップ、為替

予約 

ヘッジ手段…金利スワップ・

キャップ 

ヘッジ手段…金利スワップ・

キャップ、為替

予約 

 ヘッジ対象…借入金、たな卸

資産の輸入によ

る外貨建債務予

定取引 

ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金、たな卸

資産の輸入によ

る外貨建債務予

定取引 

 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (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・

キャップ取引を、また、たな

卸資産の輸入による外貨建債

務予定取引については、為替

変動リスクを回避する目的で

為替予約取引を行っており、

投機目的のデリバティブ取引

は行っておりません。 

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・

キャップ取引を行っており、

投機目的のデリバティブ取引

は行っておりません。 

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・

キャップ取引を、また、たな

卸資産の輸入による外貨建債

務予定取引については、為替

変動リスクを回避する目的で

為替予約取引を行っており、

投機目的のデリバティブ取引

は行っておりません。 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断

しております。なお、ヘッジ

対象とヘッジ手段に関する重

要な条件が同一であり、かつ

ヘッジ開始時及びその後も継

続して相場変動を完全に相殺

するものと想定できるものに

ついては、ヘッジの有効性の

評価は省略しております。 

同左 同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる事項 

(1)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。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 (2)重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

商法施行規則の規定に基づく

最長期間により均等償却して

おります。 

(2)重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

     同左 

(2)重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

         同左 
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中間財務諸表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10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「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。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

― 

― (役員賞与に関する会計基準) 

 当中間会計期間から「役員賞与に関する

会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年

11月29日 企業会計基準第4号)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10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

(中間貸借対照表) (中間貸借対照表) 

「短期貸付金」は、前中間期まで、流動資産の「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重要性が増したため区

分掲記しました。 

 なお、前中間期末の流動資産の「その他」に含まれている「短期

貸付金」の金額は9,186千円であります。 

前中間期末に区分掲記しました「短期貸付金」(当中間期末の残高

は5,142千円)は、当中間期末において重要性がなくなったため、流

動資産の「その他」に含めて表示することとしました。 

 
追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月1日以後に開始する

事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。この

結果、販売費及び一般管理費が6,683千円増

加し、営業損失、経常損失、税引前中間純

損失が、同額増加しております。 

― 「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月1日以後に開始する

事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。この結

果、販売費及び一般管理費が12,900千円増

加し、営業損失、税引前当期純損失が同額

増加し、経常利益が同額減少しております。 
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注 記 事 項 

 

（中間貸借対照表関係） 
 

項目 
前中間会計期間末 

(平成17年３月31日) 
当中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 
前事業年度末 

(平成17年９月30日) 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 
1,558,678千円 1,625,209千円 1,580,913千円 

※２．担保資産及び担保付債

務 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

 
 
定期預金 735,000千円

建物 806,311千円

土地 1,868,045千円

 計 3,409,357千円
  

 
定期預金 735,000千円

建物 735,046千円

土地 1,868,045千円

 計 3,338,092千円
  

 
定期預金 735,000千円

建物 777,141千円

土地 1,868,045千円

 計 3,380,187千円
  

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 
 
短期借入金 160,500千円

長期借入金 2,545,100千円

(１年以内返済予

定分を含む) 

 計 2,705,600千円
  

 
短期借入金 321,666千円

長期借入金 2,107,433千円

(１年以内返済予

定分を含む) 

 計 2,429,100千円
  

 
短期借入金 274,833千円

長期借入金 2,388,499千円

(１年以内返済予

定分を含む) 

 計 2,663,333千円
  

 ３．偶発債務 下記の関係会社に対し、次のとお

り債務保証を行っております。 

下記の関係会社に対し、次のとお

り債務保証を行っております。 

下記の関係会社に対し、次のとお

り債務保証を行っております。 

 
 

保証先 種類 
保証残高
（千円） 

㈱テクノ
パウダル
トン 

銀行借
入 

213,000 

不二パウ
ダル㈱ 

〃 114,000 

㈱ダルト
ン工芸セ
ンター 

〃 292,253 

  

 

保証先 種類 
保証残高
（千円） 

㈱テクノ
パウダル
トン 

銀行借
入 

179,250 

不二パウ
ダル㈱ 

〃 80,664 

㈱ダルト
ン工芸セ
ンター 

〃 198,457 

  

 

保証先 種類 
保証残高
（千円） 

㈱テクノ
パウダル
トン 

銀行借
入 

207,000 

不二パウ
ダル㈱ 

〃 121,332 

㈱ダルト
ン工芸セ
ンター 

〃 152,620 

  
 ４．受取手形割引高 1,075,993千円 1,599,212千円 1,428,411千円 

 ５．受取手形裏書高 ― 3,832千円 60,028千円 

※６ 担保受入資産 短期貸付金のうち、現先取引によ

る500,000千円が含まれておりま

す。当該現先取引にかかる担保受

入有価証券(債券）の 時価は

496,237千円であります。 

― ― 

※７．消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

同左 ― 
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項目 
前中間会計期間末 

(平成17年３月31日) 
当中間会計期間末 

(平成18年３月31日) 
前事業年度末 

(平成17年９月30日) 

 ８．財務制限条項 ― ― 平成16年11月11日締結の取引

銀行８行とのシンジケート

ローン契約（当初貸出元本

1,500,000千円、当期末残高

1,250,000千円）には、下記の

財務制限条項が付されており

ます。 

借入人は、本契約締結日以降の

各決算期の末日および中間決

算の日において、以下の各号の

条件を充足することを確約し

ております。  

 (1)  貸借対照表（連結ベース）の

資本の部の金額を平成15年

９月決算期末日における貸

借対照表（連結ベース）の

資本の部の80％および直前

の決算期末における貸借対

照表（連結ベース）の資本

の部の金額の80％のいずれ

か高いほうの金額以上に維

持すること。 

 (2)  貸借対照表（単体ベース）の

資本の部の金額を平成15年

９月決算期末日における貸

借対照表（単体ベース）の

資本の部の80％および直前

の決算期末日における貸借

対照表（単体ベース）の資

本の部の金額の80％のいず

れか高いほうの金額以上に

維持すること。  

 (3)  損益計算書（連結ベース）上

の経常損益につき、損失を

計上しないこと。  

 (4)  損益計算書（単体ベース）上

の経常損益につき、損失を

計上しないこと。  
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（中間損益計算書関係） 
 
 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

※１．営業外収益のうち主要

なもの 

 

 

  

受取利息 4,527千円 4,051千円 9,852千円 

受取配当金 444千円 455千円 401,168千円 

受取地代・家賃 19,842千円 19,842千円 39,684千円 

有価証券償還益 －千円 11,924千円 －千円 

経営指導料等 20,000千円 －千円 30,000千円 

※２．営業外費用のうち主要

なもの 

   

支払利息 69,835千円 58,600千円 144,968千円 

手形売却損 9,684千円 19,672千円 26,061千円 

※３．特別利益のうち主要な

もの 

   

投資有価証券売却益 18,499千円 －千円 37,548千円 

役員退職慰労引当金

戻入益 

－千円 97,920千円 －千円 

※４．特別損失のうち主要な

もの 

   

特別退職金 10,390千円 36,936千円 15,277千円 

合併関連費用 －千円 31,763千円 －千円 

前期損益修正損 －千円 29,561千円 －千円 

 ５．減価償却実施額    

有形固定資産 43,436千円 39,119千円 89,339千円 

無形固定資産 19,650千円 19,786千円 39,300千円 
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（リース取引関係） 
 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

(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、

減損損失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 

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 
 

 
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 
146,491 84,433 62,057 

  

 
 

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 
116,769 57,845 58,923 

無形固定
資産 

70,354 17,579 52,774 

合計 187,123 75,425 111,698 

  

 

 
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 
117,823 60,323 57,499 

無形固定
資産 

33,636 13,509 20,127 

合計 151,459 73,832 77,626 

  
 (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 

 
 

１年内 22,400千円

１年超 40,246千円

 合計 62,647千円
  

 
１年内 31,913千円

１年超 81,393千円

 合計 113,306千円
  

 
１年内 23,451千円

１年超 55,264千円

 合計 78,716千円
  

 (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、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

(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 15,979千円

減価償却費相
当額 

14,878千円

支払利息相当
額 

737千円

  

 
支払リース料 15,747千円

減価償却費相
当額 

13,887千円

支払利息相当
額 

2,224千円

  

 
支払リース料 29,802千円

減価償却費相
当額 

26,765千円

支払利息相当
額 

3,141千円

  
 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リー

ス取引 

該当事項はありません。 同左 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。 

 

 

 
 
（有価証券関係） 
 

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。 
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 当社は、当中間会計期間において、売上

高の大幅な減少の結果209,228千円の経常

損失を計上しております。そのため、当社

が金融機関数社（以下貸付人）と締結して

いるシンジケートローン契約（平成17年３

月末現在残高1,500,000千円）の財務制限条

項に抵触する結果となっております。 

 当該条項に抵触した場合、契約上は多数

貸付人(残高の３分の２以上）の請求に基づ

く主幹事行の当社に対する通知により、当

社はシンジケートローンの残高及び貸付人

に対する本契約上の全ての債務について期

限の利益を失い、直ちに元本並びに利息及

び清算金その他本契約に基づき当社が支払

義務を負担する全ての金員を支払う義務が

生じます。この状況により、貸付人の対応

によっては当社には継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社はこの状況を解消するため、平成17

年５月に今後３年間の経営計画を策定し、

人件費削減をはじめとするコストダウン並

びに市場構造の変化に対応しうる企業への

変革に取り組み、当事業年度で経常黒字を

計上し財務制限条項への抵触を回避いたし

ます。また、貸付人に対してはシンジケー

トローンの継続について交渉し、期限の利

益喪失による一括返済義務が生じないよう

対処する所存であります。 

 なお、シンジケートローンのうち、平成

17年４月に250,000千円を約定どおりに返

済しており、返済後残高は1,250,000千円で

あります。 

 中間財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影

響を中間財務諸表には反映しておりませ

ん。 

 当社は、当中間会計期間において人件費

削減をはじめとするコストダウン等経営の

改善に努めてきた結果、経常黒字を達成し

ております。 

 この結果、前期平成17年９月期において

は、シンジケートローン契約（平成18年3月

末現在残高1,000,000千円）の財務制限条項

に抵触しておりましたが、当中間会計期間

においては、全ての財務制限条項を満たし

ているため当該リスクは解消されておりま

す。 

 しかし、当社の主たるセグメントである

科学研究施設事業は上期の売上高割合が高

くなる傾向があり、今後の経営成績によっ

てはシンジケートローンの財務制限条項に

抵触する可能性があります。 

 当該条項に抵触した場合、契約上は多数

貸付人(残高の３分の２以上）の請求に基づ

く主幹事行の当社に対する通知により、当

社はシンジケートローンの残高及び貸付人

に対する本契約上の全ての債務について期

限の利益を失い、直ちに元本並びに利息及

び清算金その他本契約に基づき当社が支払

義務を負担する全ての金員を支払う義務が

生じます。このような状況により、今後資

金繰りに重要な影響を及ぼすことが懸念さ

れ継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。 

 当社はこの状況を解消するため、新経営

陣のもと平成17年５月に策定した今後３年

間の経営計画を見直し、引き続き増収増益

の改善策及び人件費削減をはじめとするコ

ストダウン並びに市場構造の変化に対応し

うる企業への変革に取り組んでおります。 

 なお、シンジケートローンのうち、平成

18年４月に250,000千円を約定どおりに返

済しており、返済後残高は750,000千円であ

ります。 

 中間財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影

響を中間財務諸表には反映しておりませ

ん。 

 当社は、当事業年度における売上高の大

幅な減少の結果、当社が金融機関数社と締

結しているシンジケートローン契約（平成

17年９月末現在残高1,250,000千円）の財務

制限条項に抵触することにより、今後の資

金繰りに重要な影響を及ぼすおそれがあり

ます。 

 当該条項に抵触した場合、多数貸付人（残

高の３分の２以上）の請求に基づく主幹事

行の当社に対する通知により、当社はシン

ジケートローンの残高及び貸付人に対する

本契約上の全ての債務について期限の利益

を失い、直ちに元本並びに利息及び清算金

その他本契約に基づき当社が支払義務を負

担する全ての金員を支払う義務が生じま

す。この状況により、貸付人の対応によっ

ては、当社は継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

 当社はこの状況を解消するため、平成17

年５月に今後３年間の経営計画を策定し、

人件費削減をはじめとするコストダウン並

びに市場構造の変化に対応しうる企業への

変革に取り組み、今後、当該財務制限条項

への抵触の回避に努めます。また、貸付人

に対しては当該シンジケートローン契約の

継続について交渉し、期限の利益喪失によ

る一括返済義務が生じないよう対処する所

存であります。 

 なお、当該シンジケートローンのうち、

平成17年10月に249,999千円を約定期日ど

おりに返済しており、現在の残高は

1,000,000千円であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を

財務諸表には反映しておりません。 
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（１株当たり情報） 
 
中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 
 

（重要な後発事象） 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

（㈱九州ダルトンとの合併） 

 平成17年６月17日開催の取締役会におい

て、当社は九州エリアにおける業務の効率

化・合理化を図り、経営体質の強化、業績

の安定化を推し進めるために、100％子会社

である㈱九州ダルトンを簡易合併の方法に

より吸収合併する合併契約書の承認を決議

いたしました。 

 合併に関する事項の概要は以下のとおり

であります。 

 (1）合併期日 

 平成17年10月１日 

 (2）合併の方式等 

 当社を存続会社とし㈱九州ダルトンを解

散会社とする吸収合併（簡易合併）とし、

合併による新株の発行及び資本金の増加は

行わず、また、合併交付金の支払いはあり

ません。 

 (3）㈱九州ダルトンの経営成績及び財政状

態 

 業績 

 （自 平成15年10月１日 

 至 平成16年９月30日) 

 売上高   1,003,042千円 

 経常利益   48,622千円 

 当期純利益  29,248千円 

 資産、負債の状況 

（平成16年９月30日現在） 

 資産合計   761,601千円 

 負債合計   290,730千円 

 資本合計   470,870千円 

― （㈱九州ダルトンとの合併） 

当社は、平成17年10月1日をもって、子会社

である㈱九州ダルトンを吸収合併いたしま

した。 

(1)合併の目的 

 ㈱九州ダルトンは、当社が株式を100％保

有している子会社であり、科学研究施設及

び粉体機械等の販売を主軸として業務を営

んでおりますが、当社の九州エリアにおけ

る業務の効率化・合理化を図り、経営体質

の強化、業績の安定化を推し進める目的で

吸収合併を行いました。 

(2)合併の方式等 

 当社を存続会社として㈱九州ダルトンを

解散会社とする吸収合併（簡易合併）とし、

合併による新株の発行及び資本金の増加は

行わず、また、合併交付金の支払いはあり

ません。 

(3)合併期日 

 平成17年10月1日 

(4)引継資産及び負債  

(平成17年９月30日現在） 

科目 金額 

（資産の部） 千円 

流動資産 198,601 

固定資産 9,229 

資産合計 207,830 

（負債の部）  

流動負債 155,621 

固定負債 12,354 

負債合計 167,975 

差引正味財産 39,855 

 
   

 


