
平成18年９月22日 

各   位 

長野県上田市住吉 36 番地

株式会社ミヤノ

代表取締役社長 大澄 裕巳

（コード番号：6162 東証二部）

問い合わせ先 取締役管理本部長 伊藤 俊勝

TEL 0268-22-2700

 
 

東京証券取引所市場第２部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 
 

当社は、本日、平成18年９月22日に東京証券取引所市場第２部に上場いたしました。今後とも、

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

以 上 
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平成 18 年 12 月期  中間決算短信（連結）           平成18年9月22日 
上 場 会 社 名 株式会社ミヤノ                               上場取引所 東 

コ ー ド 番 号  6162                                           本社所在都道府県 長野県 
（ＵＲＬ  http://www.miyano-jpn.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 大澄 裕巳 

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長   氏名 伊藤 俊勝   ＴＥＬ (0268) 22-2700 

決算取締役会開催日 平成18年8月11日 

米国会計基準採用の有無  無 

 
１． 18 年 6 月期の連結業績（平成 18 年 1月 1 日～平成 18 年 6月 30 日） 

(1)連結経営成績             （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6月中間期 12,346 16.4 2,337 62.7 2,259 76.9

17年6月中間期 10,605 － 1,436 － 1,276 －

17年12月期 21,853 2,951 2,761

 

 
中間（当期）純利益 

１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円    銭 円    銭
18年6月中間期 1,384 17.6 30 77 － －

17年6月中間期 1,177 － 13 81 － －

17年12月期 1,971 21 73 － －

(注)①持分法投資損益    18年6月中間期   0百万円 17年6月中間期  △7百万円 17年12月期 △0百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 18年6月中間期 44,994,807株 17年6月中間期 85,155,526株 17年12月期 87,467,189株 
    ③会計処理の方法の変更  無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、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)連結財政状態 

 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6月中間期 23,115 6,703 29.0 127 79

17年6月中間期 21,114 4,482 21.2 45 69

17年12月期 21,392 5,418 25.3 55 36

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年6月中間期 52,369,666株 17年6月期 89,741,162株 17年12月期 89,741,162株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年6月中間期 643 △181 △253 3,968

17年6月中間期 829 △579 △384 4,161

17年12月期 1,261 △768 △1,084 3,741

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  ９ 社 持分法適用非連結子会社数 ─ 社 持分法適用関連会社数 ２ 社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ─ 社 (除外)  ─ 社    持分法 (新規) ─ 社 (除外) ─ 社 

 
２．18年12月期の連結業績予想（平成18年1月1日～平成18年12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 23,684 3,726 2,009

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  35 円 03 銭 
 （注）１株当たり予想当期純利益（通期）については、公募新株式数を含めた予定期末発行済株式数（57,369,232株）

により算出しております。 
 

※ 業績予想につきましては、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、予想につきまして

は様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想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５ページを参照してください。 
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I． 企業集団の状況 
 

    当社グループは、当社、子会社9社及び関連会社2社で構成されており、NC旋盤、同周辺機器、部品等の製造・

販売を主な事業内容とし、更に関連するサービス業務及び技術サポート業務等の事業活動を展開しております。 

当社グループの事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。 

 

 

 

 

  以上の事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

国内 海外

顧客

（連結子会社）

 ミヤノマシナリーUSA Inc. 
  ミヤノマシナリーヨーロッパ GmbH. 
 マクロCNCマシンツール Ltd.
 ミヤノマシナリータイランド Co.,Ltd. 
 ミヤノマシナリーアジア Co.,Ltd. 

 宮野机床貿易（上海）有限公司

（連結子会社）

 ミヤノマシナリーフィリピン Inc. 

（持分法適用関連会社） 
 上海瀧澤宮野機電有限公司

（連結子会社）
 株式会社ミヤノ・サービス・エンジニアリング

（連結子会社）
 株式会社ミヤノ・グローバル・ホールディングス

（持分法適用関連会社）
 ファーストカインタリソーセス Co. 

株
式
会
社
ミ
ヤ
ノ
 
（

製
造
・
販
売
会
社

）

持株会社

販売・アフターサービス会社 

製造会社

アフターサービス会社

不動産賃貸

部品

アフターサービス

製品

・部品

半製品

製品・アフターサービス

製品製品

役務提供

製品

子会社

管理委託

不動産賃貸 
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II． 経営方針 
 

１． 経営ビジョン 

 

   当社グループは、お客様の 高の「削る技術」パートナーとして、「悩みを解決する加工方法」、「独自の強

みを活かした魅力ある製品」、「機械をとめない迅速なサービス」を提供し、中小型旋盤分野でのマーケット・

リーダーを目指しております。 

 

２． 経営の基本方針 

 

（１） 差別化集中戦略の徹底 

① 選択と集中により事業領域を絞り込み、絞り込んだ領域において、競争力を徹底的に高めてまいります。 

② 安易な価格競争に巻き込まれず、他社と差別化された魅力ある製品を開発し、お客様に対して、差別化のポ

イントを徹底的に伝えてまいります。 

 

（２） 景気変動に対応できる強固な収益・コスト構造の確立 

① 海外市場の販売強化により、地域における景気変動に左右されにくい売上構成の構築を目指してまいります。 

② 顧客の多様化によって、企業規模・業種を分散させ、景気変動に左右されにくい顧客基盤の構築を目指して

まいります。 

③ コスト競争力を強化し、景気変動に耐えうるコスト構造の構築を目指してまいります。 

④ サービス・部品販売事業、オーバーホール事業の収益力を強化し、収益源の多様化を図ってまいります。 

 

３． 会社の利益配分に関する基本方針 

 

当社は、経営基盤の確立と今後の事業拡大のための内部留保の充実を念頭に、株主の皆様に対する安定的かつ

継続的な利益還元についても、重要政策の一つとして考えております。 

「企業価値の 大化」に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な商品開発、設備投資などの成長投資を第一優先と

し、今後の財務体質の一層の充実、ならびに将来の新規事業展開に役立てるための、内部留保金を確保致します。

成長のための内部留保を確保した後の余剰資金につきましては、フリーキャッシュ・フローのレベルを勘案のう

え、可能な限り株主の皆様に還元していく所存です。 

 

４． 目標とする経営指標 

当社グループは、平成17年11月に「中期経営計画(2006～2008)『 Value-Up Plan 』」を策定いたしました。 

業績及び企業価値の向上に向け、当社グループとして「あるべき姿」を目指し、挑戦的な目標という位置付けで

あります。具体的には、以下の数値目標を掲げ、実施してまいります。 

連結売上高 連結営業利益率 実質有利子負債 

246億円 20.0％ ゼロ 

 

５． 中長期的な経営戦略 

 

（１） 業界 高収益力の確立  

    差別化集中戦略を基本戦略として、経営資源を投入する事業領域を４つのセグメント（中径バー、小径バー、

中型チャッカー、小型チャッカー）に絞り、選択した事業分野において、競争優位性の強化・構築、シェア向

上、ブランドの確立を推進し、業界 高収益力の確保を目指してまいります。 

 

① 中径バー・セグメントでは、主力製品 BN シリーズの維持・強化、 上位機種 ABX シリーズの浸透を図って

まいります。また、機種統合・モジュール化を推進致しまして、「自動旋盤のミヤノ」として確立したブ

ランドをさらに強固なものにしてまいります。 

② 小径バー・セグメントでは、新製品 BX シリーズ投入により小径自動旋盤市場を開拓し、存在感を確立して

まいります。また、「自動旋盤のミヤノ」の更なる幅を拡大してまいります。 

③ 中型チャッカー・セグメントでは、自動化システム・ハードターニングなど他社との差別化要因・技術優

位性をアピールし、「自動化のミヤノ」、「ハードターニングのミヤノ」として存在感の確立を目指して

まいります。 

④ 小型チャッカー・セグメントでは、並行２軸タイプの次世代機を開発し、精密加工分野における存在感を

高めてまいります。 
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（２） 海外市場の販売強化  

海外販売を強化し、海外売上比率を50％まで高め、景気変動に強い地域ポートフォリオ構築を目指してま

いります。また、各地域に適した製品投入、販売体制構築、グループ間の連携強化を実施してまいります。 

 

（３） 生産効率の向上 

景気変動に対応可能な生産体制構築を目指し、現状の人員で生産効率の向上を目指します。モジュール化

の推進、トヨタ生産方式導入による「視える化」の推進・小ロット生産方式の確立、フィリピン子会社との

連携強化、ISO14000シリーズ認証取得、クレーム削減を図ってまいります。 

 

（４） 技術の伝承と多能工化  

      次世代を担う人材の計画的な育成と技術の伝承を促進してまいります。中途・新卒採用による年齢構成是

正、人材スキル管理の徹底、熟練工の活用などを通じて、持続的発展が可能な人材育成システムと人材ポー

トフォリオの構築を図ってまいります。 

 

６． 会社の対処すべき課題 

 

工作機械業界を取り巻くビジネス環境は、国内の自動車向けは一服感が見受けられますが、一般機械分野

の設備更新が引き続き堅調に推移していくものと思われます。欧米においては、航空機やエネルギー関連の

需要が旺盛であり、またアジアも主力の中国が政府の引き締め政策下なるも、依然高い経済成長率が予想さ

れます。 

このような環境を背景に、当社グループとしましては、下記課題に対し積極的に取り組み、中小型旋盤市場

においてトップに立ち、景気変動に耐えうる経営基盤の確立に取り組んで参る所存であります。 

① 景気変動に対応した収益・コスト構造の実現 

② 戦略意図を明確にした経営の実践 

③ 更なる経営管理体制の確立 
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III． 経営成績及び財政状態 

 
１. 経営成績 

 

（１） 当期の概況 

当期の工作機械業界におきましては、本年１月から６月までの累計受注額が7,215億円となり、昨年に引き続

き年間の受注額12,000億円を越える水準が予想され、内需・外需とも好調に推移しました。国内市場では、受

注のピークであった平成２年前後に導入した機械の更新需要が活発であり、主に自動車関連向け及び一般機械

向けの需要が高水準に推移しております。海外市場においては、欧州市場が牽引し、受注額は堅調に推移して

おります。 

このような状況の中で、当社は、一番の成長市場である中国市場において、平成17年12月に資本参加した合

弁会社による当社製品バー型ＮＣ旋盤の生産を本年６月より開始いたしました。 

販売面につきましては、新規ユーザーの開拓を積極的に行なうなど営業努力の結果、当中間連結会計期間の

売上高は、12,346百万円（前年同期比16.4％増）となりました。 

生産面では、少ロット生産方式の更なる推進による製造リードタイムの短縮、部品ユニットの共有化や内製

化の促進、品質管理の強化によるコストダウンなどにより生産性の向上を図りました。 

上記の結果、営業利益2,337百万円（前年同期比62.7％増）、経常利益2,259百万円（前年同期比76.9％増）、

そして税金等調整前中間純利益は、米国遊休地の売却処分による特別利益もあり2,336百万円（前年同期比

69.9％増）となりました。 

 

（２） 通期の見通し 

 

今後の日本経済の見通しにつきましては、原油価格の高騰、中東情勢の動向など不透明な要素も見受けられ

ますが、高水準な設備投資などにより企業収益の拡大は続くものと考えております。工作機械業界におきまし

ては、引き続き好調な需要が見込まれる国内市場、欧州及びアジア市場を中心として、当面は高水準の受注が

続くものと思われます。当社におきましても、好調な自動車関連産業向けなどの需要により、引き続き堅調に

推移するものと予想されます。 

 

平成18年12月期の通期業績見通し 

 （単位：百万円） 

 連結 個別 

売上高 23,684 21,000

経常利益 3,726 2,866

当期純利益 2,009 1,537
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（３） 財政状態 

①当期のキャッシュ･フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比226百万円増加し、3,968百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は、643百万円の増加となりました。 

これは、主に税金等調整前当期純利益2,336百万円、仕入債務の増加988百万円などにより資金が増加し、売

上債権の増加1,030百万円、たな卸資産の増加346百万円、法人税等の支払1,268百万円などにより資金が減少

した結果であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、181百万円の減少となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出402百万円などにより資金が減少し、有形固定資産の売却による

収入271百万円により資金が増加した結果であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、253百万円の減少となりました。 

これは、主に長期借入金の返済による支出252百万円などによるものであります。 

②キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 
平成 16 年 

12 月期 

平成 17 年 

6 月期 

平成 17 年 

12 月期 

平成 18 年 

6 月期 

株主資本比率(%) 16.7 21.2 25.3  29.0 

債務償還年数(年) 2.0 9.0 5.4 10.1 

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 13.0 5.7 5.4  6.9 

(注) 株主資本比率 ： 株主資本／総資産 

債務償還年数 ： 有利子負債／営業活動によるキャッシュ･フロー 

インタレスト･カバレッジ･レシオ ： 営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※営業活動によるキャッシュ･フローは、連結キャッシュ･フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フ

ローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払って

いる全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ･フロー計算書の

利息の支払額を使用しております。 

 

（４） 事業等のリスク 

当社グループの事業及び業績見通しに関するリスクは以下の通りであります。当社グループはこれらのリ

スク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

なお、事業等のリスクについては、本資料作成日現在において認識しているものであります。 

  

① 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）について 

当社は、平成 16 年６月の株式会社産業再生機構からの支援が決定して以来、同社の下で企業価値の向上に努

めてまいりましたが、同社の支援終了後における意図せぬ濫用的買収を抑制する観点から、当社株式が上場さ

れることを停止条件として大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策）及び大規模買付ルールを決定して

おります。 

なお、当社における大規模買付ルールは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供

され、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものであり、大規

模買付者によって大規模買付ルールが遵守されない場合には、具体的な買付け方法の如何にかかわらず、当社

取締役会は、当社株主共同の利益の保護を目的として、新株予約権の無償割当てその他法令及び当社定款が認

めるものを講じ、大規模買付行為に対抗するというものであります。また、大規模買付ルールが遵守された場

合には、反対意見の表明、代替案の提示、株主等への説得等を行う可能性は排除しないものの、当社の企業価
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値を著しく毀損することが明白に認められる場合を除き、上記新株予約権の無償割当てその他法令及び当社定

款が認めるものを講じることはありません。 

上記大規模買付者への防衛策は、事前警告による防衛を目的としており、拘束力を有したものではありませ

ん。そのため、これらの措置にもかかわらず、好ましからざる大規模買付者が当社の経営権を取得した結果、

当社グループの経営方針等に変更が生じた場合には、当社の企業価値が損なわれる可能性があります。 

また、大規模買付行為に対し、株主の共同利益を保護する観点から、その時点で当社が も適切であると判

断した上記対抗措置を実施する場合がありますが、当社が実施する対抗措置の内容によっては、既存株主の利

益が損なわれる可能性があります。 

  

② 当社グループの財政状態等について 

ａ. 資本構成について 

当社グループは、業績が悪化していた関係会社があったこと等の理由により、平成 15 年 12 月期は債務超過

となっておりましたが、平成 16 年 12 月期においては、株式会社産業再生機構による支援が決定した後に、同

社に対する第三者割当増資、株式会社三井住友銀行を割当先とするデット・エクイティ・スワップによる優先

株式の発行を行ったため自己資本が 2,500 百万円増強され、債務超過は解消されることとなりました。 

さらに、その後においては上田工場の閉鎖、営業拠点集約等の固定費の削減、受注環境の改善等に伴う内部

留保の寄与もあり、平成 17 年 12 月期においては、自己資本比率は 25.3％まで改善しております。 

ただし、当社グループが属する工作機械業界は、他の業界と比較して受注動向の変化が激しく、財務体質の

健全性を維持する観点から相対的に自己資本比率が高い業界であるため、当社グループはいまだに十分な財務

余裕度を有していないものと認識しております。そのため、受注環境が急激に変化し、損失が生じた場合には、

他社と比較して著しく財政状態の安定性を欠く状態となる可能性があります。 

  

ｂ. 有利子負債について 

当社グループは、設備投資資金を金融機関からの借入により賄っていたことより、平成 15 年 12 月期末にお

ける有利子負債依存度は 66.0％となっておりました。その後、株式会社産業再生機構からの支援決定後、株式

会社産業再生機構及び株式会社三井住友銀行から 2,433 百万円の債務免除、業績改善に伴う借入金の返済を

行ったため、平成 17 年 12 期末現在の有利子負債依存度は 31.7％まで低下しております。 

当社グループでは、金利変動に伴うリスクヘッジを目的として金利スワップ取引を行っていることに加えて、

今後においても積極的に借入金の返済を行っていく方針でありますが、金利が変動した場合には当社グループ

の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

ｃ. 税務上の繰越欠損金について 

当社は税務上の繰越欠損金があったため、平成 16 年 12 月期までは法人税を負担しておりませんでしたが、

平成 17 年 12 月期に当該欠損金は解消しております。そのため、平成 18 年 12 月期から法人税等が全額発生し、

当期純利益及びキャッシュ・フローに影響を及ぼすこととなります。 

  

③納期の長期化に伴う影響について 

当社グループが属する工作機械業界においては、国内外の堅調な設備投資動向を背景として、需給が逼迫し

た状態が継続しているため、恒常的に製品納期が長期化しております。 

当社グループといたしましては、前期に福島工場にて生産能力の増強を行うとともに、部品内製化、老朽化

設備更新に係る投資を行い、稼働率の向上を行うことにより、納期の短縮化を図る方針であります。 

また、上海瀧澤宮野機電有限公司（上海）にて、平成 18 年６月からバー型ＮＣ旋盤機の現地生産を開始して

おります。当社グループでは、段階的に同社の生産能力を拡大し、中期経営計画の 終年度である平成 20 年度

には、上海瀧澤宮野機電有限公司（上海）において生産台数を 500 台程度にまで増やすとともに、当社グルー

プの生産能力を 大約 25％引き上げる方針であります。 

ただし、当社が想定した以上に製品需要が拡大し、当社の生産能力を超過した需要が継続した場合には、納

期がさらに長期化することも想定されます。その場合には、当社グループに対する発注の減少、他製品への乗

換え等が生じ、将来的に当社グループの販売機会損失の要因となる可能性があります。 
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④ 市況の変動に関する影響について 

当社グループ製品である工作機械は典型的な資本財であり、工作機械の需要は国内外の景気動向や経済情勢

により、大幅な拡大と縮小の循環的な変動を繰り返しております。また、価格面においても、需要の拡大期に

は、製品価格は堅調に推移するものの、需要の縮小期においては、過当競争による製品価格の値崩れが生じる

傾向にあります。 

そのため、販売先における設備投資動向が減退した場合には、製品の販売台数のみならず製品価格の低下に

より、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。 

  

⑤主要原材料の価格変動、調達難による影響について 

当社グループは、製品の主要原材料である鋳物、鉄等について、当社グループ製品の仕様にあったものを素

材メーカーに発注し、原材料として仕入れておりますが、素材市況の変動、加工費用相場の変動により、仕入

価格が変動しております。また、これらの素材メーカーは構造不況時にその事業規模を縮小させた経緯もあり、

需要逼迫時には鋳物、鉄などの素材メーカーとの需給バランスがとれず、当社グループの使用する主要原材料

の入手が困難になる可能性があります。 

当社グループといたしましては、鋳物、鉄などの仕入素材メーカーを複数化することで、仕入の安定化に努

めておりますが、これらの不安定要因により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 特定の仕入先への依存について 

当社は、安定的に部品を調達するために、原則として複数社から部品の購入を行うよう努めておりますが、

基幹部品であるＮＣ装置については、供給元が限定されていることもあり、複数購買を行っておりません。そ

のため、何らかの事由により、当該供給元からの部品供給に支障が生じた場合には、生産活動が不安定となり、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ 海外展開について 

当社グループは一部の部品をミヤノマシナリーフィリピン Inc.にて生産しておりますが、完成品については

すべて日本からの輸出により対応しており、平成 17 年 12 月期の当社グループの売上高のうち海外顧客への売

上が 44.6％を占めております。 

当社グループは、必要に応じて為替予約を行う等、為替変動リスクの回避に努めておりますが、為替相場の

変動、海外における景気動向、法的規制、政治・社会情勢に変化等が生じた場合には、当社グループの業績は

影響を受ける可能性があります。 

なお、現在、フィリピンの税務当局からミヤノマシナリーフィリピン Inc.に対して、税務調査が実施されて

おり、正式な決定ではないもののその過程において、過年度における当社との取引に関して、総額 231 百万ペ

ソ（約 530 百万円）の課税を行う可能性があるとの指摘がなされております。 

当社は、当該指摘事項は税務当局の認識の相違によるものであり、同社と当社との取引に係る税務処理につ

いては、適正に行われているものと認識し当局との協議を行っております。そのため、当社グループに対して、

新たな税務負担が生じる可能性は低いものと判断しておりますが、税務当局から理解を得ることができず、課

税が決定された場合には、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。 

  

⑧ 製品の品質について 

当社では、品質に留意して各種製品の製造を行っておりますが、これらの製品について品質上の問題が発生

しないという保証はありません。また、製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、 終的に当該

保険の補償限度内で当社グループが負担する補償額を十分にカバーできるという保証もありません。 

そのため、重大な品質上の問題が発生した場合には、当社グループの信用力の低下、補償等の発生により、

当社グループの業績に影響が発生する可能性があります。 

  

⑨ 人材の確保・育成について 

旋盤の製造工程においては、熟練技術者の関与が不可欠であります。一方、当社においては、過年度の経緯

から、新規採用を抑制してきたため、55 歳以上の従業員の構成比が高くなっており、平成 18 年７月末現在で全

体の約 19％を占めており、今後において高齢者が大量に定年退職を迎えることとなります。 

当社としては、熟練技術者から若手技術者に対してＯＪＴ等により技術の継承を行うとともに、改正高年齢

者雇用安定法に基づく再雇用制度を導入し、熟練技術者等を継続的に雇用することにより、加工技術の維持に
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取り組んでおります。 

ただし、熟練技術者が一時的に大量に退職し、人材確保、後継者育成が追いつかず、当社製品の生産遅延、

品質低下等が発生した場合には、当社の信用力低下等の事態を招き、結果的に当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。 

  

⑩ 知的財産権について 

当社グループは、他社と差別化できる技術とノウハウの蓄積に努めており、自社が保有する技術等について

は特許権等の取得による保護を図るほか、他社の知的財産権に対する侵害のないよう技術部知財管理チームを

中心にリスク管理に取り組んでおります。 

しかしながら、当社グループが従来から販売している製品や、今後販売する製品が第三者の知的財産権に抵

触する可能性もあり、また、当社グループが認識していない特許権等が成立することにより、当該第三者より

損害賠償等の訴訟を起こされる可能性もあります。これらの要因により、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

⑪ 法的規制等による影響 

当社グループが事業を展開する多くの国及び地域における規制又は法令の重要な変更は、当社グループの事

業、経営成績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの工作機械は、戦略物資に

分類されており「輸出貿易管理令」により国際的な輸出管理の枠組の規制を受けております。 

国際情勢の変化によって、戦略物資関連の規制が強化されることとなれば、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

⑫ 自然災害等の発生について 

当社グループは、福島工場(福島県西白河郡)にて主力のバー型ＮＣ旋盤、北上工場(岩手県北上市)にて

チャッカー型ＮＣ旋盤の生産を行っている他、本社にて高精度ＮＣ旋盤の生産を行っております。 

そのため、これらの地域において、大地震等の自然災害が発生した場合には、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

  

⑬ 配当方針について 

当社は、過年度において多額な設備投資を行った後に外部環境が悪化したため、配当を行うことが困難な財

政状況となっておりました。近年においては、株式会社産業再生機構による支援のもと、事業再生計画に基づ

く諸施策を遂行してきたため、財政状態は改善傾向にあります。 

ただし、今後におきましても、当面の間は設備更新投資、借入金の返済を優先させるため、配当につきまし

ては、キャッシュ・フロー等を勘案の上、慎重に検討していく方針であります。 

  

⑭ 関連当事者取引について 

平成 18 年６月中間期中において、当社の藤原取締役が代表取締役を務める株式会社ヒューマンテック総合研

究所と当社との間に、人事・総務業務に係る業務委託に関する取引関係が 29 百万円あります。当社は、経営及

び人事・労務に係る助言を得ることを目的として、平成 16 年７月から同社との取引を開始しており、同社の代

表取締役である藤原氏は、人事・労務分野における専門家であるとともに経営経験・知識を有していることか

ら、当社が、平成 18 年３月に社外取締役として招聘したものであります。 

なお、同社との取引条件については、一般取引先と同様に決定しております。 
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Ⅳ 中間連結財務諸表等 

１ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年12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 ※３  4,161,154 3,968,293  3,741,762

２．受取手形及び売掛金 ※３  4,618,310 6,290,826  5,237,760

３．たな卸資産 ※３  5,481,363 5,845,193  5,489,353

４．その他   692,232 802,519  973,714

貸倒引当金   △33,217 △41,559  △52,528

流動資産合計   14,919,843 70.7 16,865,272 73.0  15,390,063 71.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（1）建物及び構築物 ※1,3 2,118,759 2,070,342 2,101,385 

（2）機械装置及び運搬具 ※1,3 ─ 1,260,579 753,840 

（3）土地 ※３ 2,424,772 1,914,028 2,104,466 

（4）その他 ※1,3 991,668 5,535,200 237,395 5,482,345 287,589 5,247,281

２．無形固定資産   37,572 82,967  48,716

３．投資その他の資産 ※２  622,376 685,014  706,705

固定資産合計   6,195,149 29.3 6,250,328 27.0  6,002,704 28.1

資産合計   21,114,992 100.0 23,115,600 100.0  21,392,767 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年12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．支払手形及び買掛金   5,763,214 6,057,913  5,088,473

２．営業外支払手形   ─ 326,985  ─

３．短期借入金 ※３  617,059 ─  ─

４．一年以内返済予定の

長期借入金 
※３  ─ 503,496  501,751

５．未払法人税等   698,677 803,083  1,240,169

６．賞与引当金   357,661 409,899  ─

７．役員賞与引当金   ─ 52,700  ─

８．その他   707,629 717,307  1,308,126

流動負債合計   8,144,242 38.6 8,871,387 38.4  8,138,520 38.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※３  6,850,175 6,030,309  6,276,612

２．退職給付引当金   930,770 911,706  929,326

３．その他   700,890 598,425  619,373

固定負債合計   8,481,836 40.1 7,540,441 32.6  7,825,312 36.6

負債合計   16,626,079 78.7 16,411,829 71.0  15,963,832 74.6

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   6,846 0.1 ─ ─  10,660 0.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,652,500 7.8 ─ ─  1,652,500 7.7

Ⅱ 資本剰余金 ※４  1,406,292 6.6 ─ ─  1,406,292 6.6

Ⅲ 利益剰余金   2,133,625 10.1 ─ ─  3,108,158 14.5

Ⅳ 土地再評価差額金   312,285 1.5 ─ ─  131,246 0.6

Ⅴ 為替換算調整勘定   △969,267 △4.6 ─ ─  △826,553 △3.9

Ⅵ 自己株式   △53,369 △0.2 ─ ─  △53,369 △0.2

資本合計   4,482,066 21.2 ─ ─  5,418,273 25.3

負債、少数株主持分

及び資本合計 
  21,114,992 100.0 ─ ─  21,392,767 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年12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   ─ ─ 1,652,500 7.2  ─ ─

２．資本剰余金 ※４  ─ ─ 1,397,191 6.0  ─ ─

３．利益剰余金   ─ ─ 4,419,889 19.1  ─ ─

４．自己株式   ─ ─ △53,684 △0.2  ─ ─

株主資本 合計   ─ ─ 7,415,895 32.1  ─ ─

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．土地再評価差額金   ─ ─ 128,504  ─ ─

２．為替換算調整勘定   ─ ─ △852,325  ─ ─

評価・換算差額等

合計 
  ─ ─ △723,820 △3.1  ─ ─

Ⅲ 少数株主持分   ─ ─ 11,696 0.0  ─ ─

純資産 合計   ─ ─ 6,703,771 29.0  ─ ─

負債純資産合計   ─ ─ 23,115,600 100.0  ─ ─



－  － 
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(2) 中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12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   10,605,757 100.0 12,346,183 100.0  21,853,432 100.0

Ⅱ 売上原価   7,180,000 67.7 7,802,401 63.2  14,574,575 66.7

売上総利益   3,425,757 32.3 4,543,782 36.8  7,278,857 33.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,988,890 18.8 2,206,073 17.9  4,327,057 19.8

営業利益   1,436,866 13.5 2,337,708 18.9  2,951,799 13.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  5,608 6,852 10,374 

２．受取配当金  6,416 6,433 6,417 

３．デリバティブ評価益  ─ 40,597 21,647 

４．為替差益  6,991 ─ 93,218 

５．受取賃貸収入  12,473 3,284 23,207 

６．連結調整勘定償却  9 ─ 4 

７．貸倒引当金戻入益  15,322 9,758 3,707 

８．その他  27,981 74,803 0.7 21,863 88,791 0.7 34,084 192,662 0.9

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 118,767 91,420 234,067 

２．手形売却損  24,256 14,127 51,985 

３．為替差損  ─ 41,938 ─ 

４．デリバティブ評価損  16,790 ─ ─ 

５．シンジケートローン 

組成費用 
 42,712 ─ 42,712 

６．その他  32,190 234,717 2.2 19,784 167,271 1.3 53,968 382,734 1.8

経常利益   1,276,952 12.0 2,259,227 18.3  2,761,728 12.6

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ 1,323 88,011 4,157 

２．投資有価証券売却益  8,990 ─ 8,990 

３．私財提供受贈益 ※３ 92,374 ─ 92,374 

４．損害賠償引当金 

戻入益 
 38,186 140,874 1.4 ─ 88,011 0.7 38,435 143,956 0.7

 



－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12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

（％）

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※４ 42,463 5,409 220,942 

２．減損損失 ※５ ─ 42,463 0.4 4,896 10,305 0.1 ─ 220,942 1.0

税金等調整前中間 

（当期）純利益 
  1,375,363 13.0 2,336,933 18.9  2,684,742 12.3

法人税、住民税 

及び事業税 
 715,135 839,267 1,321,325 

法人税等調整額  △518,777 196,357 1.9 112,678 951,945 7.7 △612,347 708,977 3.3

少数株主利益  1,328 0.0 449 0.0  4,445 0.0

中間（当期）純利益  1,177,676 11.1 1,384,538 11.2  1,971,320 9.0
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,406,292 1,406,292

Ⅱ 資本剰余金増減高  ― ― ― ―

Ⅲ 資本剰余金中間期末

（期末）残高 
 1,406,292 1,406,292

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  985,269 985,269

Ⅱ 利益剰余金増加高  

中間（当期）純利益  1,177,676 1,971,320

土地再評価差額金取崩額  ― 1,177,676 155,875 2,127,195

Ⅲ 利益剰余金減少高  

土地再評価差額金取崩額  25,163 ―

海外子会社退職給付債務

処理額 
※１ 4,157 29,321 4,307 4,307

Ⅳ 利益剰余金中間 

期末（期末）残高 
 2,133,625 3,108,158

 

中間連結株主資本等変動計算書 
当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計 

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算 

差額等合計 

少数株主

持分 

純資産

合計 

平成17年12月31日

残高（千円） 
1,652,500 1,406,292 3,108,158 △53,369 6,113,581 131,246 △826,553 △695,307 10,660 5,428,934

中間連結会計期

間中の変動額 
   

中間純利益   1,384,538 1,384,538 ─ 1,384,538

剰余金の配当   △ 8,750 △ 8,750 ─ △ 8,750

利益処分による

役員賞与 
  △ 66,800 △ 66,800 ─ △ 66,800

単元未満株の買

取 
  △ 314 △ 314 ─ △ 314

海外子会社税率

変更に伴う土地

評価益取崩 

 △ 9,101 △ 9,101 ─ △ 9,101

土地再評価差額

金取崩 
  2,741 2,741 △ 2,741 △ 2,741 ─

純資産の部に直

接計上された為

替換算調整勘定

の増減 

  ─ △ 25,771 △ 25,771 586 △ 25,185

少数株主利益   ─ ─ 449 449

中間連結会計期

間中の変動額合

計（千円） 

─ △ 9,101 1,311,730 △ 314 1,302,314 △ 2,741 △ 25,771 △ 28,513 1,035 1,274,836

平成18年６月30日

残高（千円） 
1,652,500 1,397,191 4,419,889 △ 53,684 7,415,895 128,504 △852,325 △723,820 11,696 6,703,771



－  － 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ・フロー

計算書 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  1,375,363 2,336,933 2,684,742 

減価償却費  167,113 181,136 323,861 

連結調整勘定償却額  △9 ─ △4 

貸倒引当金の増減額（△減少額）  △14,209 △10,768 13,275 

賞与引当金の増減額（△減少額）  357,661 409,971 ─ 

役員賞与引当金の増減額 

（△減少額） 
 ─ 52,700 ─ 

役員退職慰労引当金の増減額 

（△減少額） 
 △7,296 ─ △7,296 

退職給付引当金の増減額 

（△減少額） 
 14,935 △17,235 11,485 

損害賠償引当金の増減額 

（△減少額） 
 △42,498 ─ △42,498 

受取利息及び受取配当金  △12,025 △13,286 △16,791 

支払利息  118,767 91,420 234,067 

デリバティブ評価損益（△益）  16,790 △40,597 △21,647 

為替差損益（△差益）  △16,844 13,511 △60,792 

私財提供受贈益  △92,374 ─ △92,374 

固定資産売却益  ─ △88,011 △4,157 

固定資産除売却損  42,463 5,409 220,942 

減損損失  ─ 4,896 ─ 

売上債権の増減額（△増加額）  △681,259 △1,030,695 △1,210,188 

たな卸資産の増減額（△増加額）  △249,202 △346,541 △122,586 

仕入債務の増減額（△減少額）  298,106 988,286 △551,633 

その他  △363,976 △544,966 173,896 

小計  911,505 1,992,162 1,532,301 

利息及び配当金の受取額  12,025 13,286 16,791 

利息の支払額  △145,230 △93,471 △234,532 

私財提供受贈益による収入  92,374 ─ 92,374 

法人税等の支払額  △40,820 △1,268,229 △145,059 

営業活動によるキャッシュ・フロー  829,853 643,748 1,261,875 

 



－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ・フロー

計算書 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △648,762 △402,292 △883,073

有形固定資産の売却による収入  58,263 271,034 323,692

投資有価証券の売却による収入  11,390 ─ 11,390

関係会社への出資による支出  ― ─ △235,480

その他  △646 △50,284 14,631

投資活動によるキャッシュ・フロー  △579,755 △181,542 △768,840

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額  △4,077,857 ─ △4,452,359

長期借入れによる収入  7,100,000 7,256 7,103,470

長期借入金の返済による支出  △3,406,698 △252,015 △3,735,606

親会社による配当金の支払額  ─ △8,750 ─

自己株式取得による支出  ─ △314 ─

財務活動によるキャッシュ・フロー  △384,555 △253,824 △1,084,494

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △4,299 18,149 33,311

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

（△減少額） 
 △138,756 226,530 △558,148

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,299,910 3,741,762 4,299,910

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間（期末）

残高 
※１ 4,161,154 3,968,293 3,741,762



 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

(1）連結子会社の数  ９社 (1）連結子会社の数  ９社 (1）連結子会社の数  ９社 １．連結の範囲に関する

事項 主要な連結子会社の名称 

株式会社ミヤノ・サービス・

エンジニアリング 

ミヤノマシナリーフィリピン 

Inc. 

株式会社ミヤノ・グローバ

ル・ホールディングス 

ミヤノマシナリーUSA Inc. 

ミヤノマシナリーヨーロッパ 

GmbH. 

マクロCNCマシンツール Ltd.

ミヤノマシナリータイランド 

Co.,Ltd. 

ミヤノマシナリーアジア 

Co.,Ltd. 

宮野机床貿易(上海)有限公司

 

上記のうち、株式会社ミヤ

ノ・サービス・エンジニアリ

ング、宮野机床貿易(上海)有

限公司については、当中間連

結会計期間において新たに設

立したため、連結の範囲に含

めております。 

なお、当中間連結会計期間

に、株式会社ハグは株式会社

ミヤノ・グローバル・ホール

ディングスに、商号を変更し

ております。 

 

主要な連結子会社の名称 

株式会社ミヤノ・サービス・

エンジニアリング 

ミヤノマシナリーフィリピン 

Inc. 

株式会社ミヤノ・グローバ

ル・ホールディングス 

ミヤノマシナリーUSA Inc. 

ミヤノマシナリーヨーロッパ 

GmbH. 

マクロCNCマシンツール Ltd.

ミヤノマシナリータイランド 

Co.,Ltd. 

ミヤノマシナリーアジア 

Co.,Ltd. 

宮野机床貿易(上海)有限公司

 

主要な連結子会社の名称 

株式会社ミヤノ・サービス・

エンジニアリング 

ミヤノマシナリーフィリピン 

Inc. 

株式会社ミヤノ・グローバ

ル・ホールディングス 

ミヤノマシナリーUSA Inc. 

ミヤノマシナリーヨーロッパ 

GmbH. 

マクロCNCマシンツール Ltd.

ミヤノマシナリータイランド 

Co.,Ltd. 

ミヤノマシナリーアジア 

Co.,Ltd. 

宮野机床貿易(上海)有限公司

 

上記のうち、株式会社ミヤ

ノ・サービス・エンジニアリ

ング、宮野机床貿易(上海)有

限公司については、当連結会

計期間において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めて

おります。 

なお、当連結会計年度に、

株式会社ハグは株式会社ミヤ

ノ・グローバル・ホールディ

ングスに、商号を変更してお

ります。 

 (2）非連結子会社の数 (2）非連結子会社の数 (2）非連結子会社の数 

 該当事項はありません。 

 

同左 同左 

(1）持分法適用会社  １社 (1）持分法適用会社  ２社 (1）持分法適用会社  ２社 

①非連結子会社 ①非連結子会社 ①非連結子会社 

該当事項はありません。 同左 同左 

②関連会社 ②関連会社 ②関連会社 

ファーストカインタ 

リソーセス Co. 

ファーストカインタ 

リソーセス Co. 

上海瀧澤宮野機電有限公司 

ファーストカインタ 

リソーセス Co. 

上海瀧澤宮野機電有限公司 

 

上記のうち、上海瀧澤宮野

機電有限公司については、平

成17年12月27日付で同社に出

資し関連会社となったことに

伴い、当連結会計年度末時点

において持分法適用会社に含

めております。 

 

(2) 持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社 

(2) 持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社 

(2) 持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社 

２．持分法の適用に関す

る事項 

該当事項はありません。 

 

同左 同左 



 

－  － 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項 

連結子会社の中間期の末日

は、中間連結決算日と一致して

おります。 

 

同左 連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

 

４．会計処理基準に関す

る事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

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。 同左 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 製品、仕掛品及び半製品 製品、仕掛品及び半製品 製品、仕掛品及び半製品 

 主として個別法による原価

法によっております。 
同左 同左 

 原材料 原材料 原材料 

 主として総平均法による原

価法によっております。 
同左 同左 

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

定額法によっておりま

す。なお、当社及び国内連

結子会社の建物（建物附属

設備を除く）の耐用年数に

ついては、平成10年度の法

人税法の改正により短縮さ

れておりますが、平成10年

度までに取得した建物につ

いては改正前の耐用年数を

継続して適用しておりま

す。 

また、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 

建物及び構築物   ２～60年

定額法によっておりま

す。なお、当社及び国内連

結子会社の建物（建物附属

設備を除く）の耐用年数に

ついては、平成10年度の法

人税法の改正により短縮さ

れておりますが、平成10年

度までに取得した建物につ

いては改正前の耐用年数を

継続して適用しておりま

す。 

また、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 

建物及び構築物   ２～60年

機械装置及び運搬具 ２～10年

 

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、当社及び国内連

結子会社の自社利用のソフ

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。 

 

同左 同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

 （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、当社及び国

内連結子会社については、

一般債権は貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

在外連結子会社について

は、主として特定の債権に

ついて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 

 当社及び国内連結子会社

は、従業員の賞与の支給に

あてるため、支給見込額に

基づき当中間連結会計期間

負担額を計上しておりま

す。 

同左 当社及び国内連結子会社

は、従業員の賞与の支給に

あてるため、支給見込額に

基づき当連結会計年度負担

額を計上しております。 

なお、当社及び国内連結

子会社は、業績連動型賞与

を導入しており、当連結会

計年度末においては支払額

が確定するため未払金とし

て384,812千円計上してお

ります。 

 

 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、当連結会計年度末

における退職給付債務の見

込額に基づき、当中間連結

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、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法に

よりその按分額を翌連結会

計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、当連結会計年度末

における退職給付債務の見

込額に基づき、当連結会計

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。 

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法に

よりその按分額を翌連結会

計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 

前中間連結会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

 （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

 ④ ──── ④ 役員賞与引当金 ④ ──── 

  

 

当社及び連結子会社は、役

員に対して支給する賞与の

支出にあてるため、支給見

込額の当中間連結会計期間

負担額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より、

「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。これにより、営業

利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益はそれぞれ

52,700千円減少しておりま

す。 

 

 

 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 (4) 重要なリース取引の処理方法 (4) 重要な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 

 (5) その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要

な事項 

(5) その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要

な事項 

(5) その他連結財務諸表作成のた

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 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。 

 

同左 同左 

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

 

同左 同左 
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 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

 （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 
──── 

 

 

当中間連結会計期間より、「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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は6,692,074千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

 

 

──── （固定資産の減損に係る会計基準） ──── 

 

 

当中間連結会計期間より、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。これにより税金等調整前中間純利益

が4,896千円減少しております。 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

 （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

──── （中間連結貸借対照表） 

 

 

「機械装置及び運搬具」は、前中間連結会計期間末は有形固

定資産の「その他」に含めておりましたが、当中間連結会計期

間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、前中間連結会計期末の「機械装置及び運搬具」の金額

は719,069千円であります。 

また、「営業外支払手形」は、前中間連結会計期間末は「支

払手形」に含めておりましたが、当中間連結会計期間末におい

て負債純資産合計額の100分の１を超えたため区分掲記しまし

た。 

なお、前中間連結会計期末の「営業外支払手形」の金額は

47,777千円であります。 

 

──── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 

 

「固定資産売却益」は、前中間連結会計期間末は営業活動に

よるキャッシュ･フローの「その他」に含めておりましたが、当

中間連結会計期間末において金額的に重要性が生じたため区分

掲記しました。 

なお、前中間連結会計期末の「固定資産売却益」の金額は

1,323千円であります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

9,235,869千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

7,205,003千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

7,083,649千円

※２ 投資その他の資産から控除した 

貸倒引当金       15,775千円 

※２ 投資その他の資産から控除した 

貸倒引当金      28,815千円

※２ 投資その他の資産から控除した 

貸倒引当金       29,612千円

※３ 担保に供している資産及び担保付

債務は次のとおりであります。 

担保資産 

 (千円) 

現金及び預金 
448,013 

( ─ ) 

受取手形及び売掛金 
1,665,357 

(─) 

たな卸資産 
929,979 

(─) 

建物及び構築物 
1,303,605 

(1,068,526) 

土地 
2,424,772 

(1,676,596) 

有形固定資産その他 
222,697 

(222,526) 

 計 
6,994,425 

(2,967,649) 

担保付債務 

 (千円) 

短期借入金 
613,972 

(250,000) 

長期借入金 
6,850,000 

(6,850,000) 

 計 
7,463,972 

(7,100,000) 

上記のうち（ ）内書は工場財団

抵当及び当該債務を示しておりま

す。 

※３ 担保に供している資産及び担保付

債務は次のとおりであります。 

担保資産 

 (千円)

受取手形及び売掛金 
1,234,629

( ─ )

建物及び構築物 
1,206,013

(981,934)

機械装置及び運搬具 
159,667

(159,667)

土地 
1,914,028

(1,361,396)

有形固定資産その他 
4,921

(4,921)

 計 
4,519,260

(2,507,919)

担保付債務 

 (千円)

一年以内返済予定の 

長期借入金 

500,000

(500,000)

長期借入金 
6,024,841

(6,024,841)

 計 
6,524,841

(6,524,841)

上記のうち（ ）内書は工場財団

抵当及び当該債務を示しておりま

す。 

※３ 担保に供している資産及び担保付

債務は次のとおりであります。 

担保資産 

 (千円)

受取手形及び売掛金 
1,073,220

( ─ )

建物及び構築物 
1,252,415

(1,025,004)

機械装置及び運搬具 
166,205

(166,205)

土地 
1,918,925

(1,361,396)

有形固定資産その他 
4,921

(4,921)

 計 
4,415,687

(2,557,528)

担保付債務 

 (千円)

一年以内返済予定の 

長期借入金 

500,000

(500,000)

長期借入金 
6,274,841

(6,274,841)

 計 
6,774,841

(6,774,841)

上記のうち（ ）内書は工場財団

抵当及び当該債務を示しておりま

す。 

※４ 資本剰余金には、持分法を適用し

ている関連会社ファーストカインタ

リソーセス Co.のフィリピンの会計

基準に基づく固定資産再評価益

(206,292千円）を含めております。 

※４ 資本剰余金には、持分法を適用し

ている関連会社ファーストカインタ

リソーセス Co.のフィリピンの会計

基準に基づく固定資産再評価益

(197,191千円）を含めております。

※４ 資本剰余金には、持分法を適用し

ている関連会社ファーストカインタ

リソーセス Co.のフィリピンの会計

基準に基づく固定資産再評価益

(206,292千円）を含めております。

５ 偶発債務（保証債務） 

連結会社以外の会社について、下

記のとおり債務保証を行っておりま

す。 
 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

販売先 

(61社) 
93,357 リース債務 

計 93,357  

５ 偶発債務（保証債務） 

連結会社以外の会社について、下

記のとおり債務保証を行っておりま

す。 
 

保証先 
金額 

（千円）
内容 

販売先 

(50社) 
58,149 リース債務

計 58,149  

５ 偶発債務（保証債務） 

連結会社以外の会社について、下

記のとおり債務保証を行っておりま

す。 
 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

販売先 

(42社) 
69,450 リース債務

計 69,450  

６ 受取手形割引高  698,624千円 ６ 受取手形割引高   46,963千円 ６ 受取手形割引高 1,136,140千円 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

 （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

運賃荷造費 220,309千円

貸倒引当金繰入額 1,090  

給料手当 593,892  

退職給付費用 19,597  

支払手数料 358,426  

賞与引当金繰入額 65,619  
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

運賃荷造費 235,677千円

給料手当 587,042  

退職給付費用 17,088  

支払手数料 326,824  

減価償却費 22,483  

賞与引当金繰入額 103,692  

役員賞与引当金繰入額 52,700  
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

運賃荷造費 451,732千円

貸倒引当金繰入額 6,606  

給料手当 1,532,825  

退職給付費用 31,706  

支払手数料 765,934  

減価償却費 44,241  
 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとお

りであります。 

機械装置及び運搬具 1,323千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとお

りであります。 

土地 88,011千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとお

りであります。 

機械装置及び運搬具 4,154千円

その他 3千円

  計 4,157千円
 

※３ 私財提供受贈益 

前代表取締役宮野利治から現金を

譲り受け、当該価額で受贈益を計上

しております。 

※３ ──── ※３ 私財提供受贈益 

前代表取締役宮野利治から現金を

譲り受け、当該価額で受贈益を計上

しております。 

 ※４ 固定資産除売却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 9,414千円 

機械装置及び運搬具 32,585   

土地 332   

その他 131   

 計 42,463千円 
 

 ※４ 固定資産除売却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 4,010千円

機械装置及び運搬具 1,151  

その他 247  

機械装置及び運搬具 5,409千円
 

 ※４ 固定資産除売却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 10,963千円

機械装置及び運搬具 74,546  

土地 119,460  

その他 15,971  

 計 220,942千円
 

※５ ────  ※５ 減損損失 

当社グループは、事業用資産につ

いては事業所別に、遊休資産につい

ては個別物件単位でグルーピングし

ております。 

このうち、遊休となっている資産

で、将来の用途が定まっていない資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失とし

て、特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

固定資産税評価額を基準としており

ます。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

長野県 福利厚生施設 土地 4,896

  計 4,896

    
 

※５ ──── 
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（中間連結剰余金計算書関係） 

前中間連結会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

※１ 海外連結子会社での現地会計基準

適用による退職給付債務の処理額で

あります。 

※１ ──── ※１ 海外連結子会社での現地会計基準

適用による退職給付債務の処理額で

あります。 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間 

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 （注）１,２ 92,050 7,500 46,025 53,525 

Ａ種優先株式（注）３ 15,000 ─ 15,000 ─ 

合計 107,050 7,500 61,025 53,525 

自己株式     

普通株式（注）２,４ 2,308 1 1,154 1,155 

Ａ種優先株式（注）１,３ ─ 15,000 15,000 ─ 

合計 2,308 15,001 16,154 1,155 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加7,500千株及びＡ種優先株式の自己株式の増加15,000千株は、平成18年６月

27日付でＡ種優先株式（取得請求権付株式）15,000千株について取得請求を受けたため、会社法の規定に基づ

き当該株式を取得し自己株式とするとともに、普通株式7,500千株を新たに発行したことによるものでありま

す。 

２．普通株式の発行済株式総数の減少46,025千株及び普通株式の自己株式の減少1,154千株は、平成18年５月23日

付で普通株式92,050千株につき２株を１株にする株式併合を行ったことによるものであります。 

３．Ａ種優先株式の発行済総数の減少15,000千株は、平成18年６月28日開催の取締役会において、当社の保有す

るＡ種優先株式（取得請求権付株式）の全てを消却することを決議し、消却手続が完了したことによるもので

あります。 

４．普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

Ａ種優先株式 5,000 0.25 平成16年12月31日 平成18年３月29日平成18年３月29日 

定時株主総会 Ａ種優先株式 3,750 0.25 平成17年12月31日 平成18年３月29日

 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

該当事項はありません。 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

 （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 4,161,154千円 

現金及び現金同等物 4,161,154千円 
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 3,968,293千円

現金及び現金同等物 3,968,293千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 3,741,762千円

現金及び現金同等物 3,741,762千円
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

 （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31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 

 

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 
814,386 375,306 439,080 

無形固定資

産 
38,163 1,196 36,966 

合計 852,550 376,502 476,047 

 (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。 
 

(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 

 

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）

機械装置及

び運搬具 
533,825 339,445 194,380

有形固定資

産その他 
247,813 116,760 131,053

無形固定資

産 
43,156 9,286 33,870

合計 824,795 465,492 359,303

 (注) 同左 
 

(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） 

期末残

高相当

額 

（千円）

機械装置及

び運搬具 
532,448 297,256 235,191

有形固定資

産その他 
260,798 122,127 138,671

無形固定資

産 
38,163 5,033 33,130

合計 831,410 424,417 406,993

(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 

 

１年内 140,557千円 

１年超 335,489千円 

合計 476,047千円 

(注) 未経過リース料中間期末残高相

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。 

(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 

１年内 138,736千円

１年超 220,567千円

合計 359,303千円

(注) 同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 139,481千円

１年超 267,512千円

合計 406,993千円

(注) 未経過リース料期末残高相当額

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。 

(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) 支払リース料及び減価償却費相当額

 
支払リース料 71,764千円

減価償却費相当額 71,764千円
 

 
支払リース料 70,615千円

減価償却費相当額 70,615千円
 

 
支払リース料 144,348千円

減価償却費相当額 144,348千円
 

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 633千円

１年超 ─千円

合計 633千円
 

 
１年内 633千円

１年超 ─千円

合計 633千円
 

 
１年内 2,533千円

１年超 ─千円

合計 2,533千円
 

 （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。 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成17年12月31日） 
 

中間連結貸借対照表計上額

（千円） 

中間連結貸借対照表計上額

（千円） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券    

非上場株式 28,745 28,745 28,745 

子会社株式及び関連会社株式    

 関連会社株式 230,638 228,272 237,373

 

 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

対象物の 

種類 
取引の種類 

契約額等

（千円）

時価 

（千円） 

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

時価 

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益

（千円）

金利 
スワップ

取引 
3,333,768 △76,446 △76,446 3,083,768 2,589 2,589 3,333,768 △38,008 △38,008

合計  3,333,768 △76,446 △76,446 3,083,768 2,589 2,589 3,333,768 △38,008 △38,008

（注）時価の算定方法 

取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間中に付与したストック・オプションはありません。 
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（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１

月１日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）におい

て、当社グループは「工作機械事業」の専業メーカーとして、同一セグメントに属するＮＣ旋盤及びその周辺

機器等の製造、加工、販売を行なっており、当該事業以外に事業の種類がないため、記載を省略しております。 

 

所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日） 

 
日本 

（千円） 

欧州 

（千円） 

北米 

（千円） 

アジア 

（千円） 
計（千円）

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円） 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売

上高 
7,469,175 1,811,867 1,277,082 47,632 10,605,757 ─ 10,605,757

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,962,988 6,009 2,616 392,346 2,363,960 (2,363,960) ─

計 9,432,163 1,817,876 1,279,699 439,978 12,969,718 (2,363,960) 10,605,757

営業費用 7,878,538 1,738,937 1,157,356 380,636 11,155,468 (1,986,577) 9,168,891

営業利益 1,553,624 78,939 122,342 59,342 1,814,249 (377,383) 1,436,866

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、香港、中国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は282,191千円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 
日本 

（千円） 

欧州 

（千円） 

北米 

（千円） 

アジア 

（千円） 
計（千円）

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円） 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売

上高 
8,323,448 2,381,384 1,537,381 103,969 12,346,183 ─ 12,346,183

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,775,348 2,385 1,976 526,493 3,306,203 (3,306,203) ─

計 11,098,796 2,383,769 1,539,357 630,463 15,652,387 (3,306,203) 12,346,183

営業費用 8,817,489 2,145,600 1,317,338 491,963 12,772,391 (2,763,915) 10,008,475

営業利益 2,281,307 238,169 222,019 138,499 2,879,995 (542,287) 2,337,708

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、香港、中国 

２． 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は434,131千円であり、その主なものは当

社の管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 
日本 

（千円） 

欧州 

（千円） 

北米 

（千円） 

アジア 

（千円） 
計（千円）

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び営業利益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売

上高 
14,872,148 4,160,807 2,693,754 126,721 21,853,432 ─ 21,853,432

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
4,427,330 8,769 5,119 742,308 5,183,528 (5,183,528) ─

計 19,299,479 4,169,577 2,698,874 869,029 27,036,960 (5,183,528) 21,853,432

営業費用 16,178,430 4,016,933 2,468,911 789,444 23,453,719 (4,552,086) 18,901,633

営業利益 3,121,048 152,643 229,963 79,585 3,583,241 (631,441) 2,951,799

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、香港、中国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は445,691千円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。 

 

海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日） 

 欧州 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,811,823 1,277,082 1,480,124 127,127 4,696,157 

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ ─ ─ 10,605,757 

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

17.1 12.0 14.0 1.2 44.3 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、香港、中国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 欧州 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,381,343 1,537,381 1,031,603 40,655 4,990,983

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ ─ ─ 12,346,183

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

19.3 12.5 8.4 0.3 40.4 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、香港、中国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 欧州 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,169,226 2,693,754 2,740,929 140,001 9,743,911

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ ─ ─ 21,853,432

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

19.1 12.3 12.5 0.7 44.6

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、香港、中国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

 （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

 

１株当たり純資産額 45.69円 

１株当たり中間純利益金額 13.81円 

 

 

１株当たり純資産額 127.79円

１株当たり中間純利益金額 30.77円

 

 

１株当たり純資産額 55.36円

１株当たり当期純利益金額 21.73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、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。 

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、新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

当社は、平成18年５月23日付で普通株

式２株を１株にする株式併合を行ってお

ります。当該株式併合が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報につ

いては、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

91.38円 110.71円 

１株当たり中間純利

益金額 

１株当たり当期純利

益金額 

27.62円 43.46円 

なお、潜在株式調整後1株当たり中間

(当期)純利益については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。 

（注） 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。 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日）

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 1,177,676 1,384,538 1,971,320

普通株主に帰属しない金額（千円） 1,875 ─ 70,550

（うち利益処分による役員賞与金） （─） （─） (66,800)

（うち累積型配当優先株式の優先配当額） （1,875） （─） (3,750)

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 1,175,801 1,384,538 1,900,770

期中平均株式数（千株） 85,155 44,994 87,467
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至  平成17年12月31日) 

―――― （株式上場及び新株発行） 

当社は、平成18年９月22日付で、

東京証券取引所市場第二部に株式を

上場いたしました。 

株式上場に当たり、平成18年８月

22日及び９月１日開催の取締役会に

おいて、新株式発行の決議をいたし

ました。その概要は次のとおりであ

ります。 

①発行新株式数 普通株式

5,000,000株

②発行価額 １株につき 328円

③発行価額の総額 1,640,000,000円

④資本組入額 １株につき

199.75円

⑤資本組入額総額 998,750,000円

⑥募集方法 発行価格による一

般募集 

⑦申込期日 平成18年９月20日

⑧払込期日 平成18年９月21日

⑨資金の使途 借入金の返済に充

てる予定でありま

す。 
 

（株式の併合） 

平成18年３月29日開催の第63回

定時株主総会で決議し、平成18年

５月23日付で普通株式につき２株

を１株にする株式併合を行ってお

ります。 

 

（自己株式の取得及び消却） 

平成18年６月27日に、当社の発

行するＡ種優先株式（取得請求権

付株式）15,000,000株について、

取得請求を受けたため、会社法の

規定に基づき当該株式を取得し自

己株式とするとともに、普通株式

7,500,000株を新たに発行しまし

た。 

また、平成18年６月28日開催の

取締役会において、上記により取

得したＡ種優先株式（取得請求権

付株式）の全てを消却することを

決議し、消却手続が完了しまし

た。 

自己株式の消却に関する事項の

概要は、次のとおりであります。 

イ．消却する株式の種類 

Ａ種優先株式 

（取得請求権付株式）

ロ．消却する株式の総数 

15,000,000株 

ハ．消却の時期 
平成18年６月28日 
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平成 18 年 12 月期   個別中間財務諸表の概要     平成18年9月22日 

 
上 場 会 社 名 株式会社ミヤノ                                上場取引所 東 

コ ー ド 番 号  6162                                            本社所在都道府県 長野県 
（ＵＲＬ  http://www.miyano-jpn.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名  大澄 裕巳 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長  氏名  伊藤 俊勝   ＴＥＬ (0268) 22-2700 
決算取締役会開催日 平成18年8月11日      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 6月期の業績(平成 18 年 1 月 1日～平成 18 年 6 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6月中間期 11,081 17.7 1,751 75.7 1,874 105.8

17年6月中間期 9,418 ─ 996 ─ 910 ─

17年12月期 19,271 2,278 2,243 

 

 
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6月中間期 1,127 26.0 25 05 
17年6月中間期 894 ─ 10 48

17年12月期 1,565 17 53
(注) ①期中平均株式数 18年6月中間期 44,994,807株 17年6月中間期 85,155,526株 17年12月期 87,467,189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、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               

 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6月中間期 21,354 6,075 28.5 116 02

17年6月中間期 19,702 4,315 21.9 43 83

17年12月期 19,965 4,986 25.0 50 97

(注)①期末発行済株式数 18年6月中間期 52,369,666株 17年6月中間期 89,741,162株 17年12月期 89,741,162株 
    ②期末自己株式数   18年6月中間期  1,155,334株 17年6月中間期  2,308,838株 17年12月期  2,308,838株 
 
２．平成 18 年 12 月期の業績予想(平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 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 21,000 2,866 1,537 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  26円80銭 
 （注）１株当たり予想当期純利益（通期）については、公募新株式数を含めた予定期末発行済株式数（57,369,232株）に

より算出しております。 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 期末 年間 

17年12月期 ─ ─ 

18年12月期(実績) ─ 

18年12月期(予想) 3.00 
3.00

(注) Ａ種優先株式への配当金の状況につきましては、中間決算短信(連結)の添付資料の26ページに記載しております。 

※ 業績予想につきましては、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、予想につきまし

ては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想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５ページを参照してください。 
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Ⅰ 中間財務諸表等 
１ 中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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   2,673,541 2,896,372  2,511,319

２．受取手形 ※3,6  1,443,027 1,954,370  1,256,431

３．売掛金 ※３  4,211,094 5,317,979  4,847,825

４．たな卸資産   3,863,372 3,869,202  3,817,582

５．関係会社短期貸付金   1,331,010 194,230  468,110

６．その他 ※７  339,342 192,321  403,769

貸倒引当金   △20,756 △26,151  △29,700

流動資産合計   13,840,632 70.2 14,398,324 67.4  13,275,336 66.5

    

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物 ※1,3  1,942,884 1,868,511  1,906,053

(2) 土地 ※３  2,250,923 1,914,028  1,918,925

(3) その他 ※1.3  747,232 1,018,897  698,862

   計   4,941,040 4,801,438  4,523,841

２．無形固定資産   36,733 67,358  37,350

３．投資その他の資産 ※２   

(1) 関係会社長期貸付金   ─ 1,257,312  1,300,527

(2) その他   883,642 829,607  828,541

   計   883,642 2,086,919  2,129,069

固定資産合計   5,861,417 29.8 6,955,716 32.6  6,690,261 33.5

資産合計   19,702,049 100.0 21,354,041 100.0  19,965,598 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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   3,747,782 3,794,152  3,434,604

２．営業外支払手形   ─ 326,985  ─

３．買掛金   1,894,632 2,031,380  1,571,747

４．短期借入金 ※３  250,000 ─  ─

５．一年以内返済予定

の長期借入金 
※３  ─ 500,000  500,000

６．未払法人税等   510,845 588,226  989,600

７．賞与引当金   309,612 327,853  ―

８．役員賞与引当金   ─ 33,500  ―

９．その他   543,064 467,331  1,004,694

流動負債合計  7,255,936 36.8 8,069,430 37.8  7,500,647 37.6

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※３  6,850,000 6,024,841  6,274,841

２．退職給付引当金  849,646 828,054  852,291

３．その他  431,287 355,916  350,989

固定負債合計  8,130,934 41.3 7,208,812 33.7  7,478,122 37.4

負債合計   15,386,871 78.1 15,278,242 71.5  14,978,770 75.0

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,652,500 8.4 ─ ─  1,652,500 8.3

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金   1,200,000 ─ ─  1,200,000

資本剰余金合計   1,200,000 6.1 ─ ─  1,200,000 6.0

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金   126,105 ─  126,105

２．任意積立金   192,392 ─  192,392

３．中間未処分利益又

は当期未処分利益 
  859,497 ─  1,712,185

利益剰余金合計   1,177,994 6.0 ─ ─  2,030,682 10.2

Ⅳ 土地再評価差額金   312,285 1.6 ─ ─  131,246 0.6

Ⅴ 自己株式   △27,601 △0.2 ─ ─  △27,601 △0.1

資本合計   4,315,178 21.9 ─ ─  4,986,827 25.0

負債・資本合計   19,702,049 100.0 ─ ─  19,965,598 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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   ─ 1,652,500 7.8  ─

２．資本剰余金    

資本準備金   ─ 1,200,000  ─

資本剰余金合計   ─ 1,200,000 5.6  ─

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金   ─ 126,105  ─

(2) その他利益剰余金    

圧縮記帳積立金  ─ 99,377 ─ 

別途積立金  ─ 90,000 ─ 

繰越利益剰余金  ─ ─ 2,807,227 2,996,605 ─ ─

利益剰余金合計   ─ 3,122,710 14.6  ─

４．自己株式   ─ △27,916 △0.1  ─

株主資本合計   ─ 5,947,294 27.9  ─

Ⅱ 評価・換算差額等    

土地再評価差額金   ─ 128,504  ─

評価・換算差額等合計   ─ 128,504 0.6  ─

純資産合計   ─ 6,075,798 28.5  ─

負債純資産合計   ─ 21,354,041 100.0  ─
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(2) 中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12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   9,418,572 100.0 11,081,831 100.0  19,271,164 100.0

Ⅱ 売上原価   7,083,539 75.2 7,819,424 70.6  14,169,678 73.5

売上総利益   2,335,033 24.8 3,262,406 29.4  5,101,486 26.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,338,125 14.2 1,510,462 13.6  2,822,943 14.7

営業利益   996,907 10.6 1,751,944 15.8  2,278,542 11.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  120,167 1.3 250,660 2.3  282,664 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  206,403 2.2 128,029 1.2  317,994 1.7

経常利益   910,670 9.7 1,874,576 16.9  2,243,212 11.6

Ⅵ 特別利益   102,687 1.1 ─ ─  104,644 0.6

Ⅶ 特別損失 ※３  42,463 0.5 10,123 0.1  218,279 1.1

税引前中間（当期） 

純利益 
  970,894 10.3 1,864,453  2,129,577 11.1

法人税、住民税 

及び事業税 
 497,171 597,938 963,791 

法人税等調整額  △420,413 76,757 0.8 139,478 737,417 6.6 △400,000 563,791 3.0

中間（当期）純利益   894,136 9.5 1,127,035 10.2  1,565,786 8.1

前期繰越損失   9,475 ―  9,475

土地再評価差額金 

取崩額 
  △25,163 ―  155,875

中間（当期）未処分利益   859,497 ―  1,712,185
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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１月１日 至平成18年６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 利益準備金
圧縮記帳

積立金 

別途 

積立金 

繰越 

利益剰余金

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成17年12月31日

残高（千円） 
1,652,500 1,200,000 126,105 102,392 90,000 1,712,185 2,030,682 △27,601 4,855,581

中間会計期間中の

変動額 
   

中間純利益   1,127,035 1,127,035 1,127,035

剰余金の配当   △8,750 △8,750 △8,750

利益処分による役

員賞与 
  △29,000 △29,000 △29,000

圧縮記帳積立金 

取崩 
  △3,014 3,014 ─ ─

単元未満株の買取   ─ △314 △314

土地再評価差額金 

取崩 
  2,741 2,741 2,741

中間会計期間中の変

動額合計（千円） 
─ ─ ─ △3,014 ─ 1,095,041 1,092,027 △314 1,091,712

平成18年６月30日

残高（千円） 
1,652,500 1,200,000 126,105 99,377 90,000 2,807,227 3,122,710 △27,916 5,947,294

 

評価・換算

差額等 
 

土地再評価

差額金 

純資産 

合計 

平成17年12月31日

残高（千円） 
131,246 4,986,827 

中間会計期間中の

変動額 
  

中間純利益  1,127,035 

剰余金の配当  △8,750 

利益処分による役

員賞与 
 △29,000 

圧縮記帳積立金 

取崩 
 ─ 

単元未満株の買取  △314 

土地再評価差額金 

取崩 
△2,741 ─ 

中間会計期間中の変

動額合計（千円） 
△2,741 1,088,970 

平成18年６月30日

残高（千円） 
128,504 6,075,798 
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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１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式 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 

該当事項はありません 同左 同左 

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。 同左 同左 

(3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

製品、仕掛品及び半製品 製品、仕掛品及び半製品 製品、仕掛品及び半製品 

個別法による原価法に

よっております。 

同左 同左 

原材料 原材料 原材料 

総平均法による原価法に

よっております。 

同左 同左 

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

終仕入原価法によって

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 

定額法によっております。 

なお、建物（建物附属設備を

除く）の耐用年数について

は、平成10年度の法人税法の

改正により短縮されておりま

すが、平成10年度までに取得

した建物については改正前の

耐用年数を継続して適用して

おります。 

また、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物       7～60年 

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 

２．固定資産の減価償却

の方法 

定額法によっております。 

なお、自社利用ソフトウェア

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。 

同左 同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (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

に回収可能性を検討し、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あて

るため、支給見込額に基づき

当中間会計期間負担額を計上

しております。 

同左 従業員の賞与の支給にあて

るため、支給見込額に基づき

当事業年度負担額を計上して

おります。 

なお、当社は業績連動型賞

与を導入しており、事業年度

末においては支払額が確定し

ているため、未払金として

345,935千円を計上しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 

３．引当金の計上基準 

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

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、その

発生時の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その

按分額を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

退職給付債務の見込額に基づ

き、当事業年度末において発

生していると認められる額を

計上しております。 

数理計算上の差異は、その

発生時の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その

按分額を翌事業年度から費用

処理することとしておりま

す。 

 (4) ─── (4) 役員賞与引当金 (4) ─── 

  

 

役員に対して支給する賞与

の支出にあてるため、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。 

（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。これにより、営業利

益、経常利益及び税引前中間

純利益はそれぞれ33,500千円

減少しております。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

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 

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 ５．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は税抜方

式によっております。 

同左 同左 

 

 中間連結財務諸表作成のため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１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

──── （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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は6,075,798千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、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、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

 

 

──── （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。

これにより税引前中間純利益が4,896千円

減少しております。 
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 表示方法の変更 

前中間会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年６月30日） 

──── （中間貸借対照表） 

 

 

「関係会社長期貸付金」は、前中間会計期間末は投資その他

の資産の「その他」に含めておりましたが、当中間会計期間末

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、前中間会計期末の「関係会社長期貸付金」の金額は

133,717千円であります。 

また、「営業外支払手形」は、前中間会計期間末は「支払手

形」に含めておりましたが、当中間会計期間末において負債純

資産合計額の100分の１を超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間会計期末の「営業外支払手形」の金額は47,777

千円であります。 
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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６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度末 

（平成17年12月31日） 

※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 

8,113,130千円 6,328,308千円 6,219,169千円

※２ 投資その他の資産から控除した 

貸倒引当金      25,482千円 

※２ 投資その他の資産から控除した 

貸倒引当金       6,359千円

※２ 投資その他の資産から控除した 

貸倒引当金      13,609千円

※３ 担保資産及び担保付債務 ※３ 担保資産及び担保付債務 ※３ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。 

担保資産 

 （千円）

受取手形 
16,127 

( ─ ) 

売掛金 
1,235,806 

( ─ ) 

建物 
1,298,464 

(1,063,384) 

土地 
2,250,923 

(1,676,596) 

有形固定資産その他 
227,668 

(227,668) 

 計 
5,028,989 

(2,967,649) 

担保付債務 

短期借入金 
250,000 

(250,000) 

長期借入金 
6,850,000 

(6,850,000) 

 計 
7,100,000 

(7,100,000) 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

及び当該債務を示しております。 

 担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。 

担保資産 

 （千円）

売掛金 
1,234,629

( ─ )

建物 
1,206,013

(981,934)

土地 
1,914,028

(1,361,396)

有形固定資産その他
164,588

(164,588)

 計 
4,519,260

(2,507,919)

担保付債務 

一年以内返済予定の 

長期借入金 

500,000

(500,000)

長期借入金 
6,024,841

(6,024,841)

 計 
6,524,841

(6,524,841)

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

及び当該債務を示しております。 

担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。 

担保資産 

 （千円）

売掛金 
1,073,220

( ─ )

建物 
1,247,492

(1,020,081)

土地 
1,918,925

(1,361,396)

有形固定資産その他 
176,049

(176,049)

 計 
4,415,687

(2,557,528)

担保付債務 

一年以内返済予定の 

長期借入金 

500,000

(500,000)

長期借入金 
6,274,841

(6,274,841)

 計 
6,774,841

(6,774,841)

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当

及び当該債務を示しております。 

４ 偶発債務（保証債務） 

関係会社等について、下記のとお

り債務保証を行っております。 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

ミヤノマシ
ナ リ ー USA 
Inc. 

367,262 
金融機関から
の借入債務 

販売先 

(61社) 
93,357 リース債務 

計 460,620  
 

４ 偶発債務（保証債務） 

販売先について、下記のとおり債

務保証を行っております。 

保証先 
金額 

（千円）
内容 

販売先 

(50社) 
58,149 リース債務

計 58,149  
 

４ 偶発債務（保証債務） 

販売先について、下記のとおり債

務保証を行っております。 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

販売先 

(42社) 
69,450 リース債務

計 69,450  
 

５ 受取手形割引高     698,624千円 ５ 受取手形割引高      46,963千円 ５ 受取手形割引高   1,136,140千円

※６ ──── ※６ ──── ※６ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当期末

日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期末残

高に含まれております。 

受取手形      92,108千円

※７ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

※７ 消費税等の取扱い 

同左 

※７ 消費税等の取扱い 

同左 



 

－  － 

 

46

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 21,136千円 

為替差益 50,083   
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 25,301千円

受取配当金 143,683  
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 44,435千円

為替差益 109,992  
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 101,503千円 

シ ン ジ ケ ー ト

ローン組成費用 
42,712   

手形売却損 24,256   
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 91,267千円

手形売却損 14,127  
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 196,368千円

シ ン ジ ケ ー ト

ローン組成費用 
42,712  

手形売却損 51,985  
 

※３ ────  ※３ 減損損失 

当社は、事業用資産については事

業所別に、遊休資産については個別

物件単位でグルーピングしておりま

す。 

このうち、遊休となっている資産

で、将来の用途が定まっていない資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失とし

て、特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、

固定資産税評価額を基準としており

ます。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

長野県 福利厚生施設 土地 4,896

  計 4,896

    
 

※３ ──── 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 119,360千円 

無形固定資産 5,977   

合計 125,337千円 
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 127,517千円

無形固定資産 6,203  

合計 133,721千円
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 233,589千円

無形固定資産 11,378  

合計 244,967千円
 

 

（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１月１日 至 平成18年６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

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

普通株式（注）１ 2,308 1 1,154 1,155

Ａ種優先株式（注）２ ─ 15,000 15,000 ─

合計 2,308 15,001 16,154 1,155

（注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。また、減

少1,154千株は、平成18年5月23日付で普通株式につき２株を１株にする株式併合を行ったことによるも

のであります。 

   ２．Ａ種優先株式の増加15,000千株は、平成18年６月27日付でＡ種優先株式（取得請求権付株式）15,000千

株について取得請求を受けたため、会社法の規定に基づき当該株式を取得し自己株式としたことによる

ものであります。また、当該株式の減少15,000千株は、平成18年６月28日開催の取締役会において、当

社の保有するＡ種優先株式（取得請求権付株式）の全てを消却することを決議し、消却手続が完了した

ことによるものであります。 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31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、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 
 

 

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 
783,418 366,984 416,434 

無形固定資

産 
38,163 1,196 36,966 

合計 821,582 368,181 453,401 

   

 

 

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
745,754 438,069 307,684

無形固定資

産 
43,156 9,286 33,870

合計 788,911 447,356 341,554

   

   

 

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 
758,739 407,222 351,517

無形固定資

産 
38,163 5,033 33,130

合計 796,903 412,255 384,647

 
(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 

 
１年内 133,953千円

１年超 319,447  

合計 453,401千円
 

 
１年内 130,921千円

１年超 210,632  

合計 341,554千円
 

 
１年内 128,162千円

１年超 256,485  

合計 384,647千円
 

(注) 未経過リース料中間期末残高相

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) 未経過リース料期末残高相当額

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。 

(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）支払リース料及び減価償却費相当額

 
支払リース料 67,407千円

減価償却費相当額 67,407  
 

 
支払リース料 66,862千円

減価償却費相当額 66,862  
 

 
支払リース料 136,396千円

減価償却費相当額 136,396  
 

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 633千円

１年超 ─  

合計 633千円
 

１年内 633千円

１年超 ─  

合計 633千円
 

１年内 2,533千円

１年超 ─  

合計 2,533千円
 

 （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。 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）、当中間会計期間（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日）及び前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）において、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17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

 
１株当たり純資産額 43.83円 

１株当たり中間純利益金額 10.48円 
 

 
１株当たり純資産額 116.02円

１株当たり中間純利益金額 25.05円
 

 
１株当たり純資産額 50.97円

１株当たり当期純利益金額 17.53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、新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

 

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、新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

なお、当社は、平成18年５月23日付

で普通株式２株を１株にする株式併合

を行っております。 

当該株式併合が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

87.66円 101.94円 

１株当たり中間純利

益金額 

１株当たり当期純利

益金額 

20.96円 35.05円 

なお、潜在株式調整後1株当たり中間

（当期）純利益については、新株予約

権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

 

 （注） 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17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日）

中間（当期）純利益金額（千円） 894,136 1,127,035 1,565,786 

普通株主に帰属しない金額（千円） 1,875 ─ 32,750 

（うち利益処分による役員賞与） （─） （─） （29,000）

（うち累積型配当優先株式の優先配当額） （1,875） （─） （3,750）

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 892,261 1,127,035 1,533,036 

期中平均株式数（千株） 85,155 44,994 87,467 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

――― （株式上場及び新株発行） 

当社は、平成18年９月22日付で、

東京証券取引所市場第二部に株式を

上場いたしました。 

株式上場に当たり、平成18年８月

22日及び９月１日開催の取締役会に

おいて、新株式発行の決議をいたし

ました。その概要は次のとおりであ

ります。 

 

①発行新株式数 普通株式

5,000,000株

②発行価額 １株につき 328円

③発行価額の総額 1,640,000,000円

④資本組入額 １株につき

199.75円

⑤資本組入額総額 998,750,000円

⑥募集方法 発行価格による一

般募集 

⑦申込期日 平成18年９月20日

⑧払込期日 平成18年９月21日

⑨資金の使途 借入金の返済に充

てる予定でありま

す。 
 

（株式の併合） 

平成18年３月29日開催の第63回

定時株主総会で決議し、平成18年

５月23日付で普通株式につき２株

を１株にする株式併合を行ってお

ります。 

 

（自己株式の取得及び消却） 

平成18年６月27日に、当社の発

行するＡ種優先株式（取得請求権

付株式）15,000,000株について、

取得請求を受けたため、会社法の

規定に基づき当該株式を取得し自

己株式とするとともに、普通株式

7,500,000株を新たに発行しまし

た。 

また、平成18年６月28日開催の

取締役会において、上記により取

得したＡ種優先株式（取得請求権

付株式）の全てを消却することを

決議し、消却手続が完了しまし

た。 

自己株式の消却に関する事項の

概要は、次のとおりであります。 

イ．消却する株式の種類 

Ａ種優先株式 

（取得請求権付株式）

ロ．消却する株式の総数 

15,000,000株 

ハ．消却の時期 
平成18年６月28日 

 

 




