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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 （金額単位：百万円未満切捨て）

円 銭

(注) ①期中平均株式数 18年3月中間期　22,924.22 株 17年3月中間期　22,935.88 株
17年9月期　　　22,931.03 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

(2)配当状況

円 銭 円 銭

(3)財政状態

円 銭

(注) ①期末発行済株式数 18年3月中間期 22,924.13 株 17年3月中間期 22,926.36 株
17年9月期 22,924.78 株

②期末自己株式数 18年3月中間期 75.87 株 17年3月中間期 73.63 株
17年9月期 75.22 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）

円 銭 円 銭

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）   6,543 円 32 銭
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※上記の予想は、本資料の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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（単位：千円）

期  　 別

構成比 構成比 構成比

( 資 　産　 の　 部 ) % % %
流　動　資　産 2,807,776 38.6 759,126 14.6 1,196,526 21.2
現金及び預金 190,255 150,416 257,393
未収入金 104,153 49,777 148,363
繰延税金資産 4,250 4,127 5,473
短期貸付金 2,502,384 552,512 783,528
その他 6,732 2,292 1,767

固　定　資　産 4,459,676 61.4 4,440,041 85.4 4,457,406 78.8
有形固定資産 20,884 0.3 5,081 0.1 22,542 0.4
器具及び備品 *1 20,884 5,081 22,542
無形固定資産 *1 6,396 0.1 3,375 0.1 2,951 0.0
投資その他の資産 4,432,394 61.0 4,431,585 85.2 4,431,912 78.4
投資有価証券 11,180 10,256 10,771
関係会社株式 4,420,691 4,420,691 4,420,691
差入保証金 192 -                        -                        
出資金 10 -                        10
長期前払費用 320 517 415
繰延税金資産 -                        120 24

資     産    合    計 7,267,452 100.0 5,199,168 100.0 5,653,932 100.0
( 負　 債　 の　 部 )

流　動　負　債 2,670,892 36.8 663,051 12.7 1,052,830 18.6
短期借入金 *3・4 2,471,005 550,171 840,471
1年内返済予定の長期借入金 *3 36,000 36,000 36,000
未払金 31,624 43,085 40,413
未払費用 9,631 7,608 7,346
未払法人税等 111,295 17,247 122,344
未払消費税等 3,311 3,629 4,042
その他 8,024 5,307 2,211

固　定　負　債 67,509 0.9 91,201 1.8 81,283 1.5
長期借入金 *3 16,000 52,000 34,000
退職給付引当金 3,330 3,141 3,363
役員退職慰労引当金 48,110 36,060 43,920
繰延税金負債 69 -                        -                        

負    債    合    計 2,738,402 37.7 754,253 14.5 1,134,114 20.1
( 資   本   の   部 )

資　  本　  金 1,290,000 17.8 1,290,000 24.8 1,290,000 22.8
資 本 剰 余 金 2,808,691 38.6 2,808,691 54.0 2,808,691 49.6
資本準備金 322,500 322,500 322,500
その他資本剰余金 2,486,191 2,486,191 2,486,191
利 益 剰 余 金 443,524 6.1 358,974 6.9 434,193 7.7
当期未処分利益 443,524 358,974 434,193
その他有価証券評価差額金 286 0.0 3 0.0 177 0.0
自己株式 △ 13,452 △ 0.2 △ 12,754 △ 0.2 △ 13,244 △ 0.2

資    本    合    計 4,529,050 62.3 4,444,914 85.5 4,519,818 79.9
負 債 ・ 資 本 合 計 7,267,452 100.0 5,199,168 100.0 5,653,932 100.0

中　間　貸　借　対　照　表

科         目 金         額

前中間会計期間末
 　平成17年3月31日 現在

当中間会計期間末
 　平成18年3月31日 現在

金         額

前会計年度の
要約貸借対照表

 　平成17年９月30日 現在

金         額
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（単位：千円）

期　　別　

百分比 百分比 百分比

％ ％ ％

営業収益

関係会社受取配当金 91,080 100.0 40,140 100.0 118,143 100.0

販売費及び一般管理費 *1 14,848 16.3 5,369 13.4 10,407 8.8

営業利益 76,231 83.7 34,770 86.6 107,735 91.2

営業外収益

受取利息及び配当金 9,099 2,673 7,503

受取手数料 17,588 16,472 33,518

雑収入 1,843 28,531 31.3 914 20,060 50.0 2,790 43,812 37.1

営業外費用

支払利息 1,258 1,258 2,432

雑損失 5 1,263 1.4 49 1,308 3.3 63 2,496 2.1

経常利益 103,499 113.6 53,522 133.3 149,051 126.2

税引前中間（当期）純利益 103,499 113.6 53,522 133.3 149,051 126.2

法人税、住民税及び事業税 24,152 6,000 27,678

法人税等調整額 1,242 25,394 27.9 △ 2,346       3,654 9.1 △ 3,715       23,963 20.3

中間（当期）純利益 78,104 85.7 49,868 124.2 125,088 105.9

前期繰越利益 365,419 309,105 309,105

中間（当期）未処分利益 443,524 358,974 434,193 

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

金         額

中　間　損　益　計　算　書

前会計年度
自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日

金         額科         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

金         額
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重要な会計方針

(1)子会社株式 (1)子会社株式 (1)子会社株式
   　　移動平均法による原価法 同　　　左 同　　　左

(2)その他有価証券 (2)その他有価証券 (2)その他有価証券
時価のあるもの 同　　　左 時価のあるもの

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産
同　　　左 同　　　左

器具及び備品 5年
(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産

同　　　左 同　　　左

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
同　　　左 同　　　左

(2)退職給付引当金 (2)退職給付引当金 (2)退職給付引当金
同　　　左

(3)役員退職慰労引当金 (3)役員退職慰労引当金 (3)役員退職慰労引当金
同　　　左

④役員賞与引当金 ④役員賞与引当金 ④役員賞与引当金

同　　　左 同　　　左

５．ヘッジ会計の方法 同　　　左 同　　　左

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理
同　　　左 同　　　左

(2)連結納税制度の適用 (2)連結納税制度の適用 (2)連結納税制度の適用
同　　　左 同　　　左

（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）

定額法によっております。ソフトウェア(自
社利用分)についは、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。

前会計年度

債権の貸倒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。

従業員の退職給付に備えるため当会計年度末に
おける退職給付債務見込額及び年金資産残高に
基づき、当会計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。なお、会計
基準変更時差異(32,641千円)については、10年に
よる按分額を費用処理しております。

役員の退職による慰労金支給に備えるため、内
規に基づく期末要支給見積額を計上しておりま
す。

　連結納税制度を適用しております。

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見込額及び年金
資産残高に基づき、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(32,641千
円)については、10年による按分額を費用処理
しております。

役員の退職による慰労金支給に備えるた
め、内規に基づく中間会計期間末要支給見積
額を計上しております。

取締役及び監査役に対する賞与の支給に充
てるため、支給見込み額に基づき計上してお
ります。

(会計方針の変更)
当中間会計期間より｢役員賞与に関する会計

基準｣（企業会計基準第4号 平成17年11月29
日）を適用しております。
なお、当中間会計期間における計上額はあ

りません。

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｣(企業会計審議会
適用指針第6号 平成15年3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。

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

前中間会計期間

自　平成16年10月1日
至　平成17年3月31日

自　平成16年10月1日

前会計年度

自　平成16年10月1日
至　平成17年9月30日

決算期末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)によっておりま
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。

変動金利の借入金の金利変動リスクをヘッ
ジするために、金利スワップ取引を行ってお
ります。当該取引は金利スワップの特例処理
の適用要件を充足しているため、その会計処
理は金利スワップの特例処理によっておりま
す。

６．その他財務諸表作成の
　　ための重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっ

ております。

１．有価証券の評価基準及
　　び評価方法

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)によってお
ります。

２．固定資産の減価償却の
　　方法

当中間会計期間

定率法によっております。なお、耐用年数
は以下の通りであります。

前中間会計期間

自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日
至　平成18年3月31日 至　平成17年3月31日
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注記事項

（貸借対照表関係）

千円 千円 千円

特定融資枠契約の総額 千円

差引額

（損益計算書関係）

千円 千円 千円

千円 千円 千円

（有価証券関係）

有形固定資産 6,327
無形固定資産 424 無形固定資産 424 無形固定資産 848
有形固定資産 有形固定資産

当中間会計期間末 前中間会計期間末

平成18年3月31日現在 平成17年3月31日現在

※1.

消費税の取り扱い ※2. 消費税の取り扱い※2.

4,76412,525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

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
え、未払消費税等として表示しております。

同　　左

当中間会計期間 前中間会計期間

※3. 担保提供資産
銀行より資金借入のために、連結子会社の東

亜バルブ株式会社が自社の保有固定資産で組成
している工場財団451,596百万円を、当該銀行に
対して担保提供しております。
なお、これに対応する借入債務は902百万円で

あります。

自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日
至　平成18年3月31日 至　平成17年3月31日

※1.
1,788

減価償却実施額 ※1. 減価償却実施額
3,222

当中間会計期間 前中間会計期間

自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日
至　平成18年3月31日 至　平成17年3月31日

　子会社株式で時価のあるものはありません。 同　　左

前会計年度末

平成17年9月30日現在

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 9,303

※2.

前会計年度

自　平成16年10月1日
至　平成17年9月30日

減価償却実施額※1.

至　平成17年9月30日

同　　左

前会計年度

自　平成16年10月1日

1,000,000
当中間会計期間末実行残高 1,350,000

※4. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主
要取引金融機関と特定枠融資契約を締結してお
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。

2,350,000
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（重要な後発事象）

②新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あ
たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初金
301,000円とする。ただし、転換価額は下記③また
は④に定めるところに従い修正または調整されるこ
とがある。

③新株予約権付社債の発行後、毎月第3金曜日（以
下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価額
は、決定日まで（当日を含む。）の5連続取引日
（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日で
ない場合には、決定日の直前の取引日までの5連続
取引日とする。以下「時価算定期間」という。）の
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普
通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値
の90%に相当する金額（円位未満小数第2位まで算
出し、小数第2位を切り捨てる。以下「修正後転換
価額」という。）に修正される。なお、時価算定期
間内に、下記④で定める転換価額の調整事由が生じ
た場合には、修正後転換価額は、新株予約権付社債
の社債要項に従い当社が適当と判断する値に調整さ
れる。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額
が150,500円（以下「下限転換価額」という。ただ
し、下記④による調整を受ける。）を下回る場合に
は、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転
換価額が451,500円（以下「上限転換価額」とい
う。ただし、下記④による調整を受ける。）を上回
る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とす
る。

④転換価額は、新株予約権付社債の発行後、当社

が時価を下回る発行価額または処分価額をもって当
社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社
普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に
転換される証券もしくは転換できる証券または当社
普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約
権付社債に付されたものを含む。）の転換または行
使による場合を除く。）には、次に定める算式によ
り調整される。なお、次の算式において「既発行株
式数」は、当社の発行済普通株式数から、当社の有
する当社普通株式数を控除した数とする。

1. 発行総額　金9億円(各社債の額面金額5,000万円)
2. 発行価額　額面100円につき金100円
3. 利率　　　利息は付さない。
4. 払込期日　平成18年4月27日
5. 新株予約権の内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株

式とし、その行使請求により当社が当社普通株式を
新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普
通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転
を「交付」という。）する数は、行使請求に係る社
債の発行価額の総額を下記(4)②記載の転換価額（た
だし、下記(4)③または④によって修正または調整さ
れた場合は修正後または調整後の転換価額）で除し
て得られる数とする。この場合に1株の100分の1未満
の端数（当社が適用法令に従い当社の取締役会の決
議により株式の分割と同時に単元株式数についての
定款の定めを設けた場合（以下「単元株採用の場
合」という。）には、1株未満の端数）を生じたとき
はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。ま
た、1株の100分の1の整数倍の端数（単元株採用の場
合には、単元未満株式）を生じたときは、端株とし
て商法に定める端株の買取請求権が行使されたもの
として（単元株採用の場合には、商法に定める単元
未満株式の買取請求権が行使されたものとして）現
金により精算する。なお、適用法令に従い新株予約
権の行使により生じた1株未満の端数につき現金によ
り清算する場合には、かかる現金の金額の算出の結
果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(2) 発行する新株予約権の総数　　　18個
(3) 新株予約権の発行価額　　　　　無償とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

①新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額
は、各社債の発行価額と同額とする。

当社は、平成18年4月11日開催の当社取締役会にお
いて、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転
換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の
発行およびその要項を決議し、同年4月27日に発行い
たしました。

至　平成18年3月31日 至　平成17年3月31日 至　平成17年9月30日
自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日 自　平成16年10月1日

当中間会計期間 前中間会計期間 前会計年度
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（重要な後発事象）

 

平成18年4月28日から平成19年4月27日までの期間に
ついては金101円
平成19年4月28日から平成20年4月24日までの期間に
ついては金100円

(3) 当社は、平成18年4月28日以降、その選択によ
り、新株予約権付社債の社債権者に対して償還日か
ら10営業日以上60日以内の事前通知を行った上で、
その時点において未償還の社債の全部（一部は不
可）を繰上償還することができる。この場合の償還
価額は社債の額面100円につき金100円とする。

(8)新株予約権の発行価額を無償とする理由およびそ
の行使に際して払込をなすべき額の算定理由
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付さ
れたものであり、社債からの分離譲渡はできず、か
つ新株予約権が行使されると代用払込により社債は
消滅するなど、社債と新株予約権が相互に密接に関
連することを考慮し、また、新株予約権に内在する
理論的な経済的価値と、社債の利率、繰上償還およ
び発行価額等のその他の発行条件により当社が得る
ことのできる経済的価値とを勘案して、その発行価
額を無償とした。また、新株予約権付社債が転換社
債型新株予約権付社債であることから、新株予約権1
個の行使に際して払込をなすべき額は各社債の発行
価額と同額とし、当初転換価額は平成18年4月10日の
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普
通取引の終値と同額とした。

(9) 代用払込に関する事項
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、新株
予約権を行使したときは社債の全額の償還に代えて
当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の
全額の払込がなされたものとする請求があったもの
とみなす。

6. 償還の方法および期限
(1) 社債は、平成20年4月25日にその総額を償還す
る。ただし、繰上償還に関しては、下記(2)乃至(4)に
定めるところによる。

(2)当社は、当社が株式交換または株式移転により他
の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で
決議した場合、新株予約権付社債の社債権者に対し
て、償還日から30日以上60日以内の事前通知を行っ
た上で、当該株式交換または株式移転の効力発生日
以前に、その時点において未償還の社債の全部（一
部は不可）を額面100円につき次の金額で繰上償還す
る。

また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは
併合または時価を下回る価額をもって当社普通株
式に転換される証券もしくは転換できる証券また
は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権も
しくは新株予約権付社債の発行が行われる場合等
にも適宜調整される。

(5) 新株予約権の行使請求期間
　　　平成18年4月28日から平成20年4月24日まで。

(6) その他の新株予約権行使の条件
当社が下記６(2)もしくは(3)により社債を繰上償還す
る場合または当社が下記６(4)記載の新株予約権付社
債の社債権者の請求により社債を繰上償還する場合
には、償還日の前銀行営業日の銀行営業時間終了時
以後新株予約権を行使することはできず、当社が社
債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利
益の喪失日以降新株予約権を行使することはできな
い。また、各新株予約権の一部行使はできないもの
とする。

(7) 新株予約権の消却事由および消却の条件
　　　消却事由は定めない。

時　　価

1株あたり
の発行･処
分価額

既発行株式数 ＋ 新発行･処分株

既発行
株式数

＋

新発行･
処 分 株
式数

×調整後
転換価
額

＝
調整前
転換価
額

×

至　平成18年3月31日 至　平成17年3月31日 至　平成17年9月30日
自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日 自　平成16年10月1日

当中間会計期間 前中間会計期間 前会計年度
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（重要な後発事象）

8.上記各項については証券取引法による届出の効力
発生を条件とする。

(4)新株予約権付社債の社債権者は、平成18年4月28
日以降、その選択により、当社に対して償還日から
30日以上60日以内の事前通知を行い、かつ当社の定
める請求書に繰上償還を請求しようとする社債を表
示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印し
た上、繰上償還を請求しようとする新株予約権付社
債券を添えて償還金支払場所に提出することによ
り、その保有する社債の全部または一部を繰上償還
することを、当社に対して請求する権利を有する。
この場合の償還価額は社債の額面100円につき金100
円とする。

7. 募 集 方 法
第三者割当の方法により、全額を日興シティグルー
プ証券株式会社に割り当てる。

至　平成18年3月31日 至　平成17年3月31日 至　平成17年9月30日
自　平成17年10月1日 自　平成16年10月1日 自　平成16年10月1日

当中間会計期間 前中間会計期間 前会計年度
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